
〇消費者庁 HP 

①暗号資産（仮想通貨）に関するトラブルにご注意ください！

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/ 

②暗号資産に関するトラブルにご注意ください！（令和２年４月更新）（別紙１参照）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/pdf

/consumer_policy_caution_001_200424_0002.pdf 

〇金融庁 HP 「暗号資産関係」 

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html 

〇政府広報オンライン 

「仮想通貨を利用する前に知ってほしいこと。平成 29 年４月から、「仮想通貨交換業

（仮想通貨交換サービス）」に関する新しい制度が開始されました。 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201705/1.html 

〇国民生活センター「暗号資産（仮想通貨）

http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/crypto.html 

令和２年 10 月９日 
消費者政策課 

財産被害を防止するための注意喚起について 

消費者庁消費者政策課では、消費者が財産被害にあわないよう、関係省庁等と連携し様々

な注意喚起を行っています。今回は、これまで行ってきた注意喚起の一部について、皆様の

情報確認ツールとしてご活用いただければと思い、本資料を作成しました。各詳細は、消費

者庁 HP 等をご確認ください。 

なお、今後、注意喚起資料を作成した際には、編集可能なデータ形式により「消費者行政

フォーラム」に掲載していきますので併せてご確認、ご活用をお願いいたします。

消費者基本計画工程表Ⅰ（２）②商品やサービスに応じた取引の適正化 関連 

１．暗号資産 

 令和２年５月施行された資金決済法等の改正により、暗号資産の売買等を行わず、利用者の

暗号資産の管理等のみを行う事業者も暗号資産交換業者として、金融庁・財務局への登録を要

することとなりました。 

 暗号資産の管理・取引の際は、金融庁・財務局に登録された事業者であるか、また、事業者

が金融庁・財務局から行政処分を受けているか確認等、消費者が暗号資産を利用する際の注意

点をまとめておりますので、広く周知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.サブリース対策（賃貸住宅管理業法）

賃貸住宅の管理はこれまでオーナー自ら管理を行うことが中心でしたが、近年管理を管理業

者へ委託する人が増える傾向にあります。さらに、賃貸経営を管理業者へ一任できるサブリー
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消費者庁 
〇消費者庁 HP 

・サブリース契約に関するトラブルにご注意ください！ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/ 

〇国民生活センター 

①20 歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意！－マンションへの投資に

は、リスクがあり、必ず儲かるわけではありません－ 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190328_1.pdf 

②「暮らしの法律Ｑ＆Ａ 第 95 回サブリース業者が倒産したら、入居者はどうな

る？」 

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_13.pdf 

〇国土交通省 HP 

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定」～サブリース業者に

よる勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設～ 

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000200.html 

 

〇消費者庁 HP 

①身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項について 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/ 

②「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えの

みなさまへ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf

/caution_018_180905_0001.pdf 

〇国民生活センター 

「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルについて」 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html 

 

 

 

 

 

 

ス方式も増加しています。しかしながら、管理業者の介在が増加する中でオーナーあるいは入

居者とのトラブルも増加しており、特にサブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を

原因とするトラブルが多発しています。 

そのため、令和２年６月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布され、今

後サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置及び賃貸住宅管理業に係

る登録制度の創設がとられることとなりました。 

 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に関する資料を添付いたしますので、今後のサ

ブリースによるトラブルを防止するためのご参照ください。（別紙２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．身元保証等高齢者サポートサービスの契約時ポイント 

契約内容をよく理解せず、高額な契約をしてしまった、解約時の返金額に納得できない等、

契約トラブルに関する相談が寄せられています。①日常生活支援サービス、②身元保証サービ

ス、③死後事務サービス等のサポートサービスについてご契約時に確認するポイント等を作成

しておりますので、ご活用ください。 
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〇消費者庁 HP 

補聴器の使用を検討中の皆様、そして、ご家族等の周囲の皆様へ（別紙３参照） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_021/pdf/

consumer_policy_cms104_200129_01.pdf 

〇国民生活センター「補聴器でよく聞こえるようになる？」 

http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_22.html 

 

 

〇消費者庁 HP 

①美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/information_

002/ 

②「美容医療の施術を受ける前にもう一度」（平成 31 年４月） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/information_

002/pdf/information_002_190426_0001.pdf 

〇厚生労働省 HP 

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針（医療広告

ガイドライン） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf 

〇国民生活センター 

①美容医療サービス（2020 年８月７日更新） 

http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html 

②包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意！－受信はインターネット

検索で公的機関の注意喚起情報を調べてから－ 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191121_1.html 

③美容医療でクーリング・オフが可能なケースも！－特定商取引法に美容医療のルール

が加わりました－ 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html 

４．補聴器購入時の注意点 

耳の聞こえが悪くなった原因はさまざまであり、補聴器が必要か否かも耳鼻科医の診察をう

けなければわかりません。まずは耳鼻科医へ補聴器が必要か否かを確認し、補聴器が必要で購

入する際は、専門的な設備があり、専門知識をもった販売員がいる店舗にて購入するよう、周

知をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

５．美容医療・医療機関のウェブサイトによる情報提供 

「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」等の美容医療施術においては、医療機

関の販売方法、広告に関するものや皮膚障害、熱傷等身体的な被害をうけたという相談等が消

費生活相談センターへ寄せられております。 

美容医療の施術を受ける前には、医療機関のインフォームドコンセントの適切な実施及び消

費者自身の施術内容の理解が重要となります。 

消費者が美容医療を受ける前に納得した施術説明をうけ、自ら選択できるようにチェックシ

ートを作成しておりますので、引き続き周知をお願いします。 
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国セン④ 
〇国民生活センター(続き)  

④医療法改正！美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が！ 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180524_1.pdf 

〇政府広報オンライン 

・美容医療サービスの消費者トラブルサービスを受ける前に確認したいポイント 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/1.html 

 

〇消費者庁 HP「消費者庁 Weekly第 406号「PICK－UP」

https://www.caa.go.jp/publication/information_magazine/weekly406_week190625/ 

〇文化庁 HPチケット不正転売禁止法 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html 

〇国民生活センター 

①インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています！ 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_1.html 

②チケットの転売に関するトラブルにご注意！ 

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/ticket.html 

〇政府広報オンライン「チケットの高額転売は禁止です！～チケット不正転売禁止法 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．チケット不正転売 

 令和元年６月よりチケット不正転売禁止法が施行され、チケットの高額転売等が禁止されま

した。違法な転売チケットは、入場できなかったり、公演中止・延期の補償が不十分だったり

様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。チケットを購入する際は、公式チケット販

売サイトかをよく確認すること、また、急遽行けなくなった場合は、公式チケット販売サイト

において、公式リセールサイトを利用してそのチケットを希望する人へ転売等が可能かを確認

することが重要です。 

チケットが不正転売（高額転売）されず、適正価格で流通し、消費者が予期せぬトラブルに

巻き込まれないよう、引き続き注意喚起を行うとともに、チケットの不正転売に関する相談

において適切に対応できる体制の整備に努めていただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者基本計画工程表Ⅰ（３） 

ぜい弱性等を抱える消費者を支援する関係府省庁等の連携施策の推進 関連 

                              

１．成年後見制度による高齢者・障害者の保護 

判断能力が不十分な方は、財産や日常の金銭の管理を自分自身で行うことが難しい場合があ

ります。そのため、悪質商法等の被害にあうおそれもあります。成年後見制度の利用促進を図

り、財産上の不当取引による被害を未然に防止するため、さらなる周知・利用促進をお願いし

ます。 
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政府広報 
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〇厚生労働省 平成 30 年８月「成年後見制度に係る厚生労働省の取組」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pd

f/caution_018_180905_0008.pdf 

〇法務省民事局 「成年後見制度 成年後見登記」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pd

f/caution_018_180919_0003.pdf 

 

 

 

 

〇消費者庁 HP 

①ギャンブル等でお困りの方へ 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/ 

②ギャンブル等依存症が疑われる方、そして御家族の皆様へ（別紙４参照） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/pdf

/consumer_policy_cms104_200331_03.pdf 

③ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への

対応に際してのマニュアルについて 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/pdf

/consumer_policy_cms104_200331_04.pdf 

〇首相官邸 政策会議 

「ギャンブル等依存症対策 都道府県説明会（令和元年９月 24 日）」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/setsumeikai/dai1/index.ht

ml 

 

  

 

 

 

 

 

 

２．ギャンブル等依存症対策 

 ギャンブル依存症は、ご本人やご家族の生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、多重債務問

題や自殺問題等の社会問題を引き起こすこともあります。 

 そのため、消費者庁では関係省庁と「ギャンブル等依存症が疑われる方、そして御家族の皆

様へ」を令和２年３月に更新したほか、各種啓発資料を HPに掲載しています。昨年２月に各都

道府県・政令市消費者行政担当部局にお送りした「ギャンブル等依存症に関する啓発用資料の

サンプル」とともに、ご活用ください。 

また、ギャンブル等依存症が疑われる方やその御家族からの多重債務問題に係る相談への

対応に際してのマニュアルについても本年３月に更新しておりますので、相談対応の参考と

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．多重債務対策 

 多重債務者がどこにも相談できないまま生活に行き詰まる恐れをできる限り防止すべく、相

談窓口を広く周知いただきますようお願いいたします。 

また、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者が個人の賃金債権を買い取って金銭を交付

し、個人を通じて賃金を回収する「給与ファクタリング」は、年率換算すると数百～千数百％

になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害す

るような悪質な取立ての被害を受けたりすることがあります。ヤミ金融業者を絶対に利用しな
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〇消費者庁 HP 

「ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルに 

ご注意ください」 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_009/ 

〇厚生労働省 HP 「ひきこもり支援推進事業」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hi

kikomori/index.html 

〇国民生活センター 

「消費者問題アラカルト ひきこもりの理解と支援－共に生きる社会づくりに向けて

－」 

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_04.pdf 

 

〇金融庁 HP 

①「多重債務についての相談窓口」  

https://www.fsa.go.jp/soudan/ 

②「ファクタリングに関する注意喚起」  

https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html 

〇国民生活センター 

「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意！－高額な手数料や強引な取り立て

の相談が寄せられています－ 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200612_1.html 

 

いよう、周知をお願いします（別紙５参照）。 

さらに、SNS 等で勧誘し、お金の貸し借りを行う「個人間融資」も個人が行う場合であって

も、貸金業法の規定に抵触する場合があります。個人を装ったヤミ金融業者による違法な高金

利貸付や個人情報の悪用等、犯罪被害やトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、 

別紙６を周知いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ひきこもり支援 

 ひきこもりの状態にある方やそのご家族は、それぞれ異なる事情を抱えています。孤立の中

で日々葛藤している思いに漬け込み、悪質業者の被害にあうことがあります。ひきこもり地域

支援センター等の窓口を広く周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者基本計画工程表Ⅲ（３） 

新型コロナウイルス感染症の拡大等の緊急時における対応の強化 関連 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策 

消費者庁では、コロナに便乗した不審な勧誘や悪質商法等の不正確な情報に惑わされること

がないよう公式 LINE アカウントより情報配信を行っています。また、新型コロナ関連消費者向

国セン 

厚労省 

消費者庁 

国セン 

金融庁② 

金融庁① 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_009/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_04.pdf
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200612_1.html


 
 

〇消費者庁 HP 

・新型コロナ関連消費者向け情報 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/ 

・消費者庁公式ＬＩＮＥアカウント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇消費者庁 HP「災害関連情報」  

https://www.caa.go.jp/disaster/ 

・参考 令和２年７月豪雨注意喚起資料（別紙８、９） 

 

 

 

 

 

 

け情報として、新しい生活様式を踏まえた留意点も生活シーン別に紹介しております。消費者

庁 HPの情報をご活用いただくとともに、消費者庁公式 LINEアカウントからも情報配信を行っ

ていきますので、LINE のお友達登録等広く周知をお願いします。 

また、これまでコロナ対策として消費者庁が行ってきた取組を別紙７としてまとめましたの

で、あわせてご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害関連情報 

災害時には、災害に便乗した悪質商法や消費者トラブルが発生する傾向にあります。消費者

庁では、災害関連情報として注意喚起資料を公表したり、Twitter・Facebook 等より注意喚起

情報を配信したりしています。被災者の方がさらなる被害にあわないよう、災害時には特に消

費者庁 HP 掲載資料をご活用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

消費者庁 

消費者庁 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/
https://www.caa.go.jp/disaster/


暗号資産に関するトラブルにご注意ください！ 

平 成 2 9 年 ９ 月 2 9 日 公 表 

（令和２年４月 24 日最終更新） 

金 融 庁 

消 費 者 庁 

警 察 庁 

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産」をめぐるトラブル、

暗号資産の交換と関連付けて投資を持ち掛けられたことをめぐるトラブル等についての相

談が多数寄せられています。

平成 29 年４月に施行された資金決済法の改正に伴い、暗号資産交換業者は金融庁・財務

局への登録が義務付けられています。また、令和２年５月１日に施行される資金決済法等の

改正法1により、暗号資産の売買等を行わず、利用者の暗号資産の管理等のみを行う事業者

も登録を要することとなりました。暗号資産の管理・取引の際には金融庁・財務局に登録さ

れた事業者であるか、また、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているか確認する

とともに、別添の注意点に気を付けるようにしてください。

 加えて、最近寄せられている主な消費生活相談事例を紹介しますので、取引を行うかどう

か検討する際や、暗号資産に関する不審な電話、メール、手紙、訪問等に注意していただく

際にご活用ください。また、内容に応じて、「困ったときの相談窓口」にご相談ください。

＜困ったときの相談窓口＞
《暗号資産を含む金融サービスに関するご相談はこちら》 

●金融サービス利用者相談室 ０５７０－０１６８１１ 
平日 10:00-17:00

※IP 電話・PHS からは、03-5251-6811 におかけください。

《不審な電話などを受けたらこちら》 

●消費者ホットライン 局番なしの１８８（いやや！） 
※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。

相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。

●警察相談専用電話 ＃９１１０
又は最寄りの警察署まで 

※＃９１１０は、原則、平日の 8:30-17:15（※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・ 

時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応） 

1 「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」（令

和元年法律第 28号）。当該改正法においては、暗号資産のデリバティブ取引等が金融商品取引法において規律されること

に係る規定の整備もなされ、暗号資産のデリバティブ取引を行う業者も登録が必要となりました。利用する際には、金融

庁・財務局のウェブサイトで登録を受けているか確認してください。なお、制度の詳細については、参考資料をご参照く

ださい。 

別紙１

LU0178
取り消し線



＜暗号資産の概要についてはこちらのウェブサイトへ＞ 

《金融庁ウェブサイト》 

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html 

《消費者庁ウェブサイト》 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_001/

＜令和元年度に寄せられた消費生活相談の事例＞

≪暗号資産交換業者に関する相談≫ 

【解約、返金に関するもの】 

〇知り合いの人の子供が暗号資産等を購入していたとのこと。その子が死亡したのでどの

ような手続が必要か知りたい。 

〇暗号資産取引所でＦＸ取引をしている。アクセスエラーによりロスカットできなかった。

暗号資産取引所に損失分の補償を求めたい。 

【システムやセキュリティに関するもの】 

〇暗号資産取引のパスワードが使用できなくなりコインが全てなくなっていた。フィッシ

ングサイトにアクセスしたと思う。対処法は。 

【事業者の対応に関するもの】 

〇暗号資産交換所に預けてあるお金が出金できず困っている。生活資金も預けてあり、出

金するよう指導してほしい。 

〇アカウントを登録した暗号資産取引業者に問合せをした際に、無断で電話番号を取得さ

れた。削除にも応じられず納得できない。 

〇暗号資産の取引会社に登録。入金手続が遅れもうけ損ねたため退会を申し出たが手数料

を請求された。私は悪くないので払いたくない。 

【個人情報の悪用に関するもの】 

〇暗号資産取引所から口座が開設されたという圧着ハガキが簡易書留で届いた。開設の覚

えがない。個人情報が悪用されているのか。 



〇暗号資産交換業者から覚えのないメールがあり、登録を完了するため６桁の本人確認コ

ードを 30 分以内に入力するよう書かれている。 

〇アダルトサイトの請求を次々受けるうちに個人情報を漏らしてしまい、勝手に暗号資産

の口座を開設されてしまった。 

≪暗号資産交換業の導入に便乗する詐欺などに関する相談≫ 

〇妻が暗号資産のマルチ取引に誘われ消費者金融から借り入れ取引に参加したが、業者が

破産した。利益が得られないまま借金だけが残った。 

〇息子は暗号資産を使った投資話のマルチに引っ掛かったようだ。サラ金に借金して出資

しているという。どのようにしたらよいか。 

〇知り合いに勧められ、海外の会社のＩＣＯに投資したが、投資金を運用せず、どこに行

ったかわからない。連絡不能になったが、どのように対処すればよいか。 

〇ネット著名人のサイトがきっかけで暗号資産を購入。運用開始後価値が大幅下落。困難

と理解しているが可能なら返金してほしい。 

〇一昨年「ボーナスが入る」と知人に勧誘され、暗号資産関連業者に 10 万円払った。解

約・返金希望だが、業者に連絡が取れない。 

〇４か月で２．５倍になる暗号資産発行事業の投資を契約。配当も無いし解約しても返金

にならず事業者にも連絡がつかない。 

○１年 10 か月前、ネット広告の仮想通貨投資で 30 倍の利益があるというので投資した。

いつでも返金できるというが返金されない。 

〇大手証券会社を名のる男性から「暗号資産取引の件で連絡している。」との電話があっ

たが、関係ないと断ると文句を言われた。 

［参考 日本語のウェブサイトを設けていた海外事業者と取引した方向けの留意事項］

〇日本語ウェブサイトを設け、日本人の顧客を誘引していた者のうち、一部事業者におい

ては、日本語ウェブサイトを閉鎖し、日本に居住する日本人との取引を停止するケース

も出てきています。海外事業者に関連する取引がある場合、当該取引は、法令に適合し

ていると言い難いため、資金決済法に基づく登録がなされている暗号資産交換業者を介

した、法令上問題ない取引関係へと速やかに移行していただくようお願いします。 





○暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証
している「法定通貨」ではありません。 
インターネット上でやりとりされる電子データです。 

○暗号資産は、価格が変動することがあります。 
暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。 

○暗号資産交換業者（※）は金融庁・財務局への登録が必要です。 
利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホーム
ページで確認してください。 
 （※） 暗号資産と法定通貨の交換や、暗号資産同士の交換を行うサービスを提供する事業

者、暗号資産の管理を行う事業者など 

○暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行
政処分を受けているか（※）を含め、取引内容やリスク（価格
変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利
用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するよう
にしてください。 

（※） 金融庁・財務局が行った行政処分については、こちらをご覧ください。 

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

○暗号資産交換業者の提供するウォレットで暗号資産を管理
する際に、パスワードを設定する場合には、ＩＤと同じもの
や利用者の名前、電話番号、生年月日等の推測が容易なもの
を避けるほか、他のウェブサイトと同じＩＤ・パスワードの
組合せを使用しないなどの対策を講じる必要があります。管
理する暗号資産が盗まれるおそれがあります。 

○暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗
号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業に関する
制度改正に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意くださ
い。 

暗号資産を利用する際の注意点 









賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（令和２年法律第６０号）
背景・必要性

○ 賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、今後も我が国の

生活の基盤としての重要性は一層増大。

○ 一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を実施するオーナーが中心であったが、近年、オーナーの高

齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオー

ナーが増加。

○ さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”も増加。

○ しかし、管理業者の介在が増加する中、オーナーあるいは入居者とのトラブルが増加。特に、サブリース

方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化。
サブリース業者

サブ
リース契約

（転貸借契約）

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

【サブリース方式】

勧誘

重要事項説明の義務付け・不当勧誘の禁止
勧誘者

マスターリース契約
（賃貸借契約）

＋管理受託契約

【受託管理のみ】

賃貸住宅管理業者

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

賃貸借契約

管理受託契約

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

（２）賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
① 業務管理者の配置

事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置

② 管理受託契約締結前の重要事項の説明

具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明

③ 財産の分別管理

管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理

④ 定期報告

業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

（１） 賃貸住宅管理業の登録
委託を受けて賃貸住宅管理業務（賃貸住宅の維持保全、金銭の管理）を行う事業を営

もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け ※管理戸数が一定規模未
満の者は対象外

１．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

〇 トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者の勧誘時や契約

締結時に一定の規制を導入

〇 サブリース業者と組んで勧誘を行う者（勧誘者）も、勧誘の適正化のため

規制の対象とする

○ 違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保

（１） 不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約（マスターリース契約）

勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項につ
いて故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止

（２） 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を

交付して説明

〇 賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業

界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設

施行期日

１．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置：公布の日（R2.6.19）から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設：公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

別紙２



違反者には、
・ 業務改善命令
・ 業務停止処分
・ 登録の取消し
・ 罰則

を課すことにより、
規制の実効性を担保

 金銭の分別管理
入居者から預かった家賃等の金銭と自己の財産等との分別管理を義務づけ

 管理受託契約の締結前・締結時の書面交付等
管理受託契約の締結前に、オーナーになろうとする者に契約内容（管理業務の内

容、管理報酬等）等を記載した書面を交付して説明するとともに、締結時に、オーナー

に契約内容について記載した書面を交付することを義務づけ

賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

○ 賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を
図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設

２．賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

賃貸住宅管理業者

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

賃貸住宅管理業
における契約形態

管理受託契約

賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣への登録を義務づけ
（※管理戸数が一定規模未満の者は対象外）

賃貸住宅管理業者の登録

 業務管理者の配置
営業所又は事務所における業務の管理及び監督を行わせるため、賃貸住宅管理

に関する一定の実務経験等を有する資格者（業務管理者）の選任を義務づけ
（※ 宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士であって一定の講習を受講した者を想定）

賃貸住宅管理業者に課す義務

 定期報告
管理業務の実施状況をオーナーに定期報告することを義務づけ

賃貸借契約



違反者には、
・ 指示
・ 業務停止処分
・ 罰則

を課すことにより、
規制の実効性を担保

 マスターリース契約の締結前・締結時の書面交付等
マスターリース契約の締結前に、オーナーになろうとする者に契約内容（家賃支払、

契約解除の条件等）を記載した書面を交付して説明するとともに、締結時に、オー

ナーに契約内容について記載した書面を交付することを義務づけ

 不当な勧誘等の禁止 （※勧誘者によって行われる場合も規制対象）

サブリースによる賃貸住宅経営の勧誘や、既にマスターリース契約を締結したオー

ナーの契約解除を妨げるため、オーナー・オーナーになろうとする者の判断に影響を

及ぼす重要事項（マスターリース契約の条件や賃貸住宅経営による収益の見込み

等）について、不実告知等を禁止

 誇大広告等の禁止 （※勧誘者によって行われる場合も規制対象）

サブリースによる賃貸住宅経営について広告するときは、家賃支払、契約変更に関

する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良・有利

であると人を誤認するような表示を禁止

サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

○ サブリース方式による賃貸住宅経営について、トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者に対し、
賃貸住宅経営の勧誘やマスターリース契約の締結時に一定の規制を導入

○ 加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者（勧誘者）についても、規制
の対象とする

１．サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

サブリース業者等に課す義務

サブリース業者

サブ
リース契約

（転貸借契約）

賃借人
（入居者）

賃貸人
（所有者）

サブリースによる
賃貸住宅経営の契約形態

勧誘

勧誘者

マスターリース契約
（賃貸借契約）

＋管理受託契約



賃貸住宅管理業法の施行スケジュール

R2年度 R3年度 R4年度

サ
ブ
リ
ー
ス
の

広
告
・
勧
誘
等

賃
貸
住
宅
管
理
業
の
登
録
等

法
律
の
公
布

R2.6.19

施
行

R2.12.18まで
（公布から6ヶ月以内）

準備・周知 行為規制（勧誘規制・書面交付・書類閲覧）の適用

政省令・運用指
針・ガイドラインの
策定、周知広報

施
行

R3.6.18まで
（公布から1年以内）

経過措置期間

経
過
措
置

終
了

R4.6
（施行から1年間）

施行準備・周知

登録義務・行為規制（業務管理者配置・書面交付）の適用

政省令・運用指針・
ガイドラインの策定、
周知広報

※施行時点で現に
賃貸住宅管理業を
営んでいるみなし
業者は、経過措置
終了までに登録申
請が必要。



★ 補聴器の購入の前に専門医に相談しましょう。

補聴器の使用を検討中の皆様、
そして、ご家族等の周囲の皆様へ。

【令和２年１月作成】

★ 補聴器は、「認定補聴器技能者」などの専門知識・技術を持った者に
調整（フィッティング）してもらうことが効果的です。

★ 専門知識・技術を持った者がいる販売店（認定補聴器専門店など）も
あります。

★ 店舗で補聴器を購入した場合や通信販売の場合、どれだけ高額の商品で
あったとしても、基本的に「クーリング・オフ」は適用されません。

［ポイント① 専門家の意見の事前把握］

［ポイント② 契約を締結する前の心構えなど］

★ 難聴の方は、耳が聞こえにくいことで、契約締結などの際に支障が生じる
こともあり得ます。周囲の方の支援が重要です。

（周囲の皆様にご理解いただきたい難聴の基礎知識は裏面を参照。）

【クーリング・オフの基礎知識】（ハガキの書き方は裏面を参照。）

〇 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引
及び訪問購入については、法定の申込書面又は契約書面を受け取ってから一定期間内で
あれば、クーリング・オフができます。

〇 通信販売の場合、「返品は受け付けません」、「返品の場合は商品到着の翌日までの連絡
厳守」等の特約を広告等に表示していない限りは、いわゆるクーリング・オフではありませんが、
購入者が商品を受け取ってから８日以内であれば、売買契約の解除が可能です（送料は購入者負担）。

作成取りまとめ：消費者庁消費者政策課 （電話：03-3507-8800（代表） FAX：03-3507-7557）

○ 一人で悩まず、消費者ホットライン 188
（局番なしの３桁番号）等の関係機関にご相談
ください。

おかしいと思ったら。
心配なことがある場合は。

【専門医に相談しない場合のデメリットの例】
１） 耳の炎症の治療を優先すべき場合など、購入の必要のない補聴器を購入する可能性があります。
２） 不必要に大きな音量の補聴器を使用し、症状が悪化する可能性があります。
３） 期待された効果が出ない可能性があります。

【補聴器の購入・利用の一般的なイメージ】
１） 医師の診察を受けます。
２） 補聴器販売店に相談し、調整を受けて自分の聞こえの状況に合う補聴器を購入します。
３） 生活を送る中で、必要に応じ、再度調整を受けます。また、聞こえに変化が生じた場合は、改めて
医師の診察を受けます。

別紙３



コラム：更なる理解のために。

［クーリング・オフを通知するハガキの記載イメージ］
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［要注意ポイント］
ハガキを出すときは、両面をコピーし、

簡易書留や特定記録郵便として出した
際の記録は必ず残しておきましょう。

混合性難聴とは。。。
伝音難聴・感音難聴の両方の症状が現れます。中耳炎が悪化して内耳が障害を受けた場合を始め、

いくつかのケースがあります。感音難聴と同じく最適な補聴器を選定し、 適切に調整（フィッティング）
をして使用すれば補聴器の効果が期待できます。

伝音難聴とは。。。
外耳や中耳の損傷や炎症によって起こります。

音量を大きくすれば聞き取りやすくなるので、補
聴器の使用が効果的です。

感音難聴とは。。。
内耳・聴神経・脳の中枢などの感音系の障害

によって起こります。年齢が進むにつれ、または
大きな音を聞きすぎたりすると、蝸牛の有毛細
胞の数が減少するなどして機能が低下します。
小さな音が聞き取りにくい、大きな音が響く・ひ
ずむ、聞こえても言葉の意味が分からない、など
の症状が現れます。
しかし、最適な補聴器を選定し、適切に調整

（フィッティング）をして使用すれば補聴器の効
果が期待できます。

※一般社団法人日本補聴器販売店協会のデータを活用

［難聴の類型と補聴器の効用］

伝音難聴

混合性難聴

感音難聴
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ギャンブル等依存症が疑われる方、そして御家族の皆様へ 
 

平成３０年３月３０日公表  

（令和２年３月 31日最終更新） 

内閣官房 

警察庁 

金融庁 

消費者庁 

法務省 

厚生労働省 

農林水産省 

経済産業省 

国土交通省 

 
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神

疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。 

例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困

といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会

的問題を生じることもあります。 

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自

身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置してお

くと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。そ

うした課題を踏まえ、ギャンブル等依存症対策基本法（平成 30年法律第 74号。以下「基本

法」という。）が制定され、平成 30 年 10 月から施行されました。現在、関係省庁等におい

ては、これまで以上に密接に連携して、基本法に基づき策定されたギャンブル等依存症対策

推進基本計画（平成 31年４月 19日閣議決定）を推進しています。 

この資料では、ギャンブル等依存症に関する注意事項や、ギャンブル等依存症が疑われる

方やその御家族が対処に困った場合の相談窓口を紹介しています。相談の内容に応じ、これ

らの窓口をご利用ください。 

 

 

■こんな行動に心当たりのある方はギャンブル等依存症に注意！ （ＤＳＭ－５に即して記載。） 

 ・ 興奮を得るために、使用金額を増やしてギャンブル等をする。 

 ・ ギャンブル等をするのを中断したり、中止したりすると落ち着かなくなる、またはイライラする。 

・ ギャンブル等をすることを制限しよう、減らそう、またはやめようとしたが成功しなかったことがある。 

 ・ しばしばギャンブル等に心を奪われている。 

 ・ 苦痛の気分のときにギャンブル等をすることが多い。 

 ・ ギャンブル等の負けを取り戻そうとして別の日にギャンブル等をすることがある。 

 ・ ギャンブル等へののめり込みを隠すためにウソをつく。 

 ・ ギャンブル等によって大切な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらしたり、失って

しまったりしたことがある。 

 ・ ギャンブル等によって引き起こした絶望的な経済状態から免れるために、他人にお金を出してくれるよ

う頼んだことがある。 

別紙４ 



2 
 

 

■ギャンブル等依存症からの回復に向けて 

○本人にとって大切なこと 

 ・ 小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャン

ブル等依存症からの「回復」、そして「再発防止」へとつなげていきましょう（まずは

今日一日やめてみましょう。）。 

・ 専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。 

 ・ 同じ悩みを抱える人たちが相互に支えあう自助グループに参加してみましょう。 

 

○家族にとって大切なこと 

 ・ ギャンブル等をしている方に、家族の行事を顧みなくなった、家庭内の金銭管理に関

して暴言を吐くようになった等の変化が見られる場合、ギャンブル等へのめり込み始め

ている可能性を考慮しましょう。 

 ・ 家族だけで問題を抱え込まず、家族向けの自助グループに参加するなど、ギャンブル

等依存症が疑われる方に振り回されずに健康的な思考を保つことが何よりも重要です。 

 ・ 自助グループのメンバーなど、類似の経験を持つ人たちの知見などをいかし、本人が

回復に向けて自助グループに参加することや、借金の問題に向き合うことについて、促

していくようにしましょう。ギャンブル等依存症が病気であることを理解し、本人の健

康的な思考を助けるようにしましょう。 

・ 借金の肩代わりは、本人の回復の機会を奪ってしまいますので、家族が借金の問題に

直接関わることのないようにしましょう。 

 ・ 専門の医療機関、精神保健福祉センター、保健所にギャンブル等依存症の治療や回復

に向けた支援について相談してみましょう。また、消費生活センター、日本司法支援セ

ンター(法テラス)など借金の問題に関する窓口に、借金の問題に家族はどう対応すべき

か相談してみましょう。 

 

＜ご相談は、各窓口まで＞ 

《借金の問題を相談する窓口》 

○消費者ホットライン  「１８８（いやや！）」（局番なしの３桁番号） 

※ どこへどのように相談してよいか分からないときは、ひとまず「１８８」へお電話

ください。 

※ 原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しま

す。相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。 

http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html 

  

○多重債務者向け無料相談窓口（各地方ブロックの財務局内） 

 ※ 専門の相談員が借入の状況などをお聞きし、必要に応じて専門家をご紹介します。 

  http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html 

   

http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
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○法テラス・サポートダイヤル  0570-078374（おなやみなし） 

 IP 電話からは 03-6745-5600 

平日 9:00～21:00 土曜日 9:00～17:00（祝日・年末年始を除く） 

※ 法的トラブルでお悩みの方のお問い合わせに応じて、法制度や相談機関等をご紹介

します。 

 https://www.houterasu.or.jp/ 

 

○公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会  0570-031-640 

月曜日～金曜日 10:00～12:40、14:00～16:40（祝日・年末年始（12/28～1/4）を除く） 

※ クレジットなどを利用して借金の問題を抱えた方に無料で電話相談やカウンセリ

ングを実施しています。また、希望により、無料で債務整理や家計管理の改善を支援

しています。 
http://www.jcco.or.jp/debt/hotline/ 

 

 ○日本貸金業協会  0570-051-051 

  月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日・年末年始（12/29～1/4）を除く） 

  ※ 貸金業法に基づいて設立された自主規制機関であり、貸金業に関連する借入や返済

の相談に対して、公正中立な立場からカウンセリングや家計管理の支援をしています

（相談の受付は無料です。）。 

  http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php 

 

○全国銀行協会カウンセリングサービス  050-3540-7553 

予約日時 月曜日～金曜日（祝日・銀行の休業日を除く）、午前９時～午後５時 

（予約必須） 

相談日時 月曜日、火曜日、木曜日 10:00～12:00、13:00～17:00 

       水曜日、金曜日     10:00～12:00、13:00～19:00 

       （祝日及び銀行の休業日を除く。） 

※ 返済にお困りの個人のお客さまを対象に、「カウンセリングサービス」を実施して 

います（相談は無料です。）。 

https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/ 

 

○弁護士会（各地の弁護士会相談窓口） 

  ※ 各地の弁護士会で法律相談を受け付けています。相談できる時間帯などは、地域に

より異なります。 

 https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html 

  

○各地の司法書士会一覧 

  ※ 各地の司法書士会で法律相談を受け付けています。相談できる時間帯などは、地域

により異なります。 

https://www.houterasu.or.jp/
http://www.jcco.or.jp/debt/hotline/
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/counseling/
https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html
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  http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php 

 

 

《保健・医療関係の機関》 

精神保健福祉センターや保健所では、医師や精神保健福祉士などの専門職が、本人や家

族の相談に対応しています。 

●都道府県及び政令指定都市の精神保健福祉センター 

 http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html 

●保健所 

  http://www.phcd.jp/03/HClist/ 

 

 

《依存症対策全国センター》 

 ギャンブル等依存症を始めとする依存症に関する情報を発信しています。 

 https://www.ncasa-japan.jp/ 

 

 

《ギャンブル等依存症の支援団体》 

  次に掲げる支援団体では、本人や家族の相談を受けています。 

  ●公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会  03-3555-1725 

    https://scga.jp/ 

  ●NPO 法人全国ギャンブル依存症家族の会  090-1404-3327 

    http://www.gdfam.org/index.html 

 

 

《自助グループ》 

問題を抱えた人同士でつながり、経験を共有することなどを通じて、回復を支援してい

ます。なお、身近に自助グループがあるかどうか等につきましては、まず、お住まいの市

区町村、精神保健福祉センター、保健所等にお問い合わせください。 

●GA 日本インフォメーションセンター【当事者】  046-240-7279 

電話応対は毎月第二土曜日と最終週の日曜日 11:00～15:00です。 

http://www.gajapan.jp/ 

●一般社団法人 ギャマノン日本サービスオフィス【家族・友人】  03-6659-4879 

毎週月木曜 10:00～12:00（年末年始除・祝日対応） 

 http://www.gam-anon.jp/ 

 

 

  

http://www.shiho-shoshi.or.jp/
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html
http://www.phcd.jp/03/HClist/
https://www.ncasa-japan.jp/
https://scga.jp/
http://www.gdfam.org/index.html
http://www.gajapan.jp/
http://www.gam-anon.jp/
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【参考１：競技施行者・事業者におけるのめり込みに不安のある方への対応】 

  競馬等の公営競技やぱちんこの施行者・事業者などにおいても、のめり込みに不安のあ

る方の相談に対応しています。 

 

 ●公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター  0120-321-153 

  平日 9:00～20:00 

  https://tms-soudan.com/gamble/ 

  ※ 全国公営競技施行者連絡協議会（公営競技関係５団体で組織）を事業主体として、

公営競技のお客様からの公営競技へののめり込みに関するご相談に対し、専門スタ

ッフ（臨床心理士）がカウンセリングを行います。 

 

●ＪＲＡインフォメーションデスク  050-3536-0066 

月曜～金曜 10:00～17:00（除く 土曜・日曜・祝日・年末年始） 

 http://www.jra.go.jp/news/other/izon.html 

●各地方競馬場における窓口 

 http://www.keiba.go.jp/havefun_2.html 

 

  ●競輪に係る公益財団法人ＪＫＡお客様相談コーナー  03-4226-3522 

平日 10:00～17:00 

メール：webmaster@keirin-autorace.or.jp 

  ●オートレースに係る公益財団法人ＪＫＡお客様相談コーナー  03-4226-3519 

平日 10:00～17:00 

メール：webmaster@autorace.jp 

 

  ●一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センターサポートコール 

0120-683-705 

   年中無休・24時間受付 

   ※ モーターボート競走関係団体において設立された相談窓口であり、ギャンブル等

依存症についての専門的な相談対応、予防回復支援等を行っています。 

  http://www.gaprsc.or.jp/ 

 

  ●認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク  050-3541-6420 

   平日 10:00～22:00（祝日を除く・受付は 21:30まで） 

   ※ ぱちんこへの依存問題の相談を受け付けています。 

   http://rsn-sakura.jp/ 

 

 

 

 

https://tms-soudan.com/gamble/
http://www.jra.go.jp/news/other/izon.html
http://www.keiba.go.jp/havefun_2.html
mailto:webmaster@keirin-autorace.or.jp
mailto:webmaster@autorace.jp
http://www.gaprsc.or.jp/
http://rsn-sakura.jp/
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【参考２：ギャンブル等依存症対策基本法に基づく施策の推進】 

政府においては、基本法に基づき、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定し、政

策の総合的かつ計画的な推進を図っています。 

※ 詳しくは、以下のリンクから。 

・ギャンブル等依存症対策推進本部ウェブサイト 

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gambletou_izonsho/） 



あなたの生活が破綻するおそれがあります！
ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください

給与の買取りをうたった
違法なヤミ金融に
ご注意ください！

ブラック
OK

借金では
ありません

コロナで
お困りの方

消費生活センター等の消費生活相談窓口
■１８８ （消費者ホットライン）

警察
■＃９１１０ （各都道府県警察相談ダイヤル）

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
■０５７０－０５１０５１
０３－５７３９－３８６１ （IP電話からの場合）

悪質な業者の被害や債務に関する相談窓口
金融庁 金融サービス利用者相談室

（受付時間：平日１０：００～１７：００）

■０５７０－０１６８１１
０３－５２５１－６８１１（IP電話からの場合）

多重債務相談窓口連絡先

財務局、都道府県等の相談機関
の連絡先は二次元バーコードの
リンク先から確認できます。

＜貸金業登録の有無は、金融庁WEBサイト（登録貸金業者情報検索サービス）から検索できます。＞

「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を
買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、

貸金業に該当します※。
貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法な
ヤミ金融業者です。

～ 「給与ファクタリング」に関する被害事例 ～

○ 年利換算で数百％にもなる利息の支払
○ 家族や勤務先へのしつこい電話や大声での恫喝
○ 高額な遅延損害金の請求

貸金業該当性に係る考え方の概要
労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、労働基準法の規定により、使用者は直接労働者に対し賃金

を支払わなければならず、賃金債権の譲受人は、自ら使用者（労働者の勤務先等）に対してその支払
を求めることは許されないと解されているため、上記の業務においては、賃金債権の譲受人は、常に
労働者に対してその支払を求めることになります。
そのため、上記の業務は、譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、譲受人による労働者から

の資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、経済的に貸付けと同
様の機能を有しているため、貸金業に該当すると考えられます。（詳細は金融庁WEBサイト「一般
的な法令解釈に係る書面照会手続」に係る「照会」及び「回答」をご参照願います。）

※
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tel:188
tel:#9110
tel:0570-051051
tel:03-5739-3861
tel:0570-016811
tel:03-5251-6811
https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02a.pdf
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf


SNS等で勧誘し、お金の貸し借りを行う

「個人間融資」は、たとえ個人が行う場合であっても、

貸金業法の規定に抵触する場合があります。

貸す側も、借りる側も

犯罪手口の情報や被害に関する相談窓口
金融庁
金融サービス利用者相談室
受付時間：平日１０：００～１７：００

■０５７０－０１６８１１
０３－５２５１－６８１１（IP電話からの場合）

消費生活センター等の消費生活相談窓口
■１８８（消費者ホットライン）

警察
■＃９１１０ （各都道府県警察相談ダイヤル）

日本貸金業協会
貸金業相談・紛争解決センター
■０５７０－０５１０５１
０３－５７３９－３８６１（IP電話からの場合）

 個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、
貸金業法上の「貸金業」に該当します。

※ 貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。

 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金貸します」、「融資します」などと
書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸
金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」
に該当するおそれがあります。

・ 個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われる
・ 個人情報が悪用されるなどして、犯罪被害やトラブルに巻き込まれる

などの危険性があります。

貸金業法の規定

＃個人間融資に
要注意！

⇒ これらの貸金業の無登録営業、無登録業者の勧誘は、罰則の対象です。

個人間融資を利用しようと思っている方へ

ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないようにしましょう

貸金業の無登録営業：10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金
無登録業者による勧誘：2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金

別紙６



消費者庁における新型コロナウイルス感染症への対応

（出典）８月31日までにPIO-NETに「新型コロナ関連」として登録された
消費生活相談を消費者庁において受付月別に集計

（１）詐欺・悪質商法への注意喚起等
・消費者ホットライン１８８、新型コロナウイルス給付
金関連消費者ホットライン0120‐213‐188による消
費生活相談体制の強化

・根拠のない表示を行う事業者への改善要請
・悪質商法への注意喚起 など

（３）「新しい生活様式」における買い物や外食等

での消費者向け留意事項の呼びかけ

（２）品不足や転売問題への対応
・国民生活安定緊急措置法に基づくマスク（３月１５
日施行）やアルコール消毒製品（５月２６日施行）
の転売禁止等

※8月29日にいずれも転売規制解除

新型コロナ関連の消費生活相談の状況 消費者庁の主な取組

（４）新型コロナ関連消費者向け情報の強化

・消費者庁HPやLINE公式アカウント等を活用した

情報発信の強化

（１）受付件数の月別推移

（２）主な相談内容

○マスク等の品不足や転売に関するもの

○旅行や結婚式、スポーツジム等のキャンセル料

に関するもの

○新型コロナに便乗した悪質商法等に関するもの

・新型コロナウイルスへの効能を表示する商品

・給付金に関連した詐欺が疑われるもの

・身に覚えのないマスク等の送り付け など

※令和二年度補正予算（第一次・第二次）において、

総額18.5億円を計上 １
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（参考１）詐欺・悪質商法への注意喚起等

給付金の

サギに注意!!

●通帳
●キャッシュカード

「怪しいな？」と思ったら遠慮なくご相談ください

令和２年５月総務省 給付金

お近くの警察署

お住まいの市区町村

市区町村や総務省などが以下を行うことは
絶対にありません

受給にあたり、手数料の振込みを求めること

現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること

メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを
求めること

●暗証番号
●口座番号

消費者ホットライン

特 別 定 額 給 付 金 に 関 す る お 知 ら せ

絶対に教えない！渡さない！

警察相談
専用電話

●マイナンバー

188
新型コロナウイルス給付金関連

（詐欺）

0120-213-188
消費者ホットライン

#9110

（局番なしの３桁）

２

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/consumer_policy_200430_0001.pdf


（参考２）「新しい生活様式」消費者向け留意事項の呼びかけ

【共通事項】

【生活シーン別】

■消費者庁ホームページ（令和２年５月22日 公開部分の抜粋）

※買物、外食、映画館、鉄道等の生活シーン別に業界ガイドライン等を紹介 （令和２年４月、５月 消費者庁による注意喚起）

日常生活の各場面において、「3つの密(密閉、
密集、密接)」を避けることを基本としつつ、
・発熱又は風邪の症状がある場合等は、来店・
利用しない

・人との間隔をできるだけ2m(最低1m)空ける
・マスクを着用する
・特に大声での会話を控える
・まめに手洗い・手指消毒をする
・トイレ利用時に配慮する(蓋をして流す等)
・滞在時間をできるだけ短くする
ことなどが消費者に求められています。

４



（参考３）LINE配信一覧 4月17日開設 お友達登録数66,090（10月９日現在）

発信日 表題 発信日 表題

4月21日 給付金狙いの公的機関なりすましに注意 5月27日 全銀協からのお知らせ

4月24日 コロナの検査キット 5月28日 アルコール消毒製品転売禁止

4月25日 特別定額給付金 5月30日 国センLINE紹介

4月28日 特別定額給付金の代理申請をかたる手口 6月4日 新型コロナに便乗した違法なヤミ金業者に注意

4月30日 インターネット通販について① 6月5日 新型コロナウイルス予防に効果あり」等の広告表示に注意（第３報）！！

5月1日 給付金関連消費者ホットラインを開設しました 6月6日 家族のギャンブル問題でお困りの方へ

5月1日 予防効果食品 6月11日 個人情報のお取り扱いにご注意を！

5月1日 リッチメニュー更新 6月15日 給付金関連消費者ホットラインの受付時間変更について

5月3日 インターネット通販② 6月17日 特別定額給付金に関する不審な電話にご注意ください！

5月4日 給付金詐欺防止① 6月26日 消毒液等の使用について

5月5日 給付金詐欺防止② 6月30日 「持続化給付金」に関する相談が増加しています。

5月7日 外出自粛中のオンラインゲーム等による高額課金について 7月10日 国セン・持続化給付金

5月8日 給付金関連消費者ホットラインへの相談事例 7月16日
コロナ禍でのセミナーや講座等の契約に関するトラブルが増加しています。契

約内容をよく確認し、納得したうえで契約しましょう。

5月11日 新型コロナに便乗した振り込め詐欺 7月21日 給付金・豪雨関連消費者ホットライン開設について

5月15日 お買い物エチケットご協力のお願い 7月31日 新型コロナウイルスに便乗した違法な貸付に注意！

5月15日 事業者も頑張っています 8月17日 最近の傾向：給付金関連消費者ホットライン

5月15日 外食店用：消費者への要請」について 8月27日 「私の食品ロス削減スローガン＆フォトコンテスト」を開催中！

5月15日 携帯型の空間除菌用品の表示について 8月28日 消毒・除菌との上手な付き合い方

5月20日
国民生活センター「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要（2020年

1月～4月）」の公表を踏まえたメッセージ
9月12日

コロナ禍での国勢調査回答はインターネットや郵送をご活用くださ

い

5月21日 「特別定額給付金」の申請代行についての相談が急増中！ 10月3日 コロナに便乗したサイバー犯罪にご注意ください

5月23日 業種別ガイドラインをもとにした「「新しい生活様式」を踏まえた特設ページ」 10月7日 持続化給付金について



保険に関することは、保険会社又は代理店にご相談ください。
損害保険会社の連絡先はこちらからご確認いただけます。

（一社）日本損害保険協会 会員会社連絡先ページ
：https://www.sonpo.or.jp/member/link/

（一社）外国損害保険協会 会員会社連絡先ページ
：https://www.fnlia.gr.jp/member.html

ご加入の損害保険会社が分からなくなった場合は、こちらへ問い合わせるこ
とも可能です（災害救助法が適用された地域に限る。）。
（一社）日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター：０１２０-５０１３３１

（一社）外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター：０３-５４２５-７８５０

●大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが
発生する傾向にあります。

●不審な勧誘や電話を受けた場合など少しでも心配なことが
ある場合は、「188」などの相談窓口へご相談ください。

●行政機関の職員等を名のり、義援金・寄付金をだまし取る詐欺にもご注意ください。
●「架空請求と思われるメール」や「訴訟をすると不安をあおる封書」等が届いても、
身に覚えがなければ連絡しないでください。

令和２年7月豪雨で被災された皆様へ

（例）突然訪問してきた事業者に火災保険がおりるから無料で
直せるといわれ、住宅の補修工事の契約を強引に迫られた・・・

【作成：令和２年７月】

作成取りまとめ：消費者庁消費者政策課 （電話：03-3507-8800（代表） FAX：03-3507-7557）

（受付時間：平日 午前9時から午後5時）

【不審・不安に思ったら】
消費者ホットライン又は住まいるダイヤルにご相談ください。
・消費者ホットライン：１８８（局番なしの３桁）
・住まいるダイヤル：０５７０-０１６-１００
被災した住宅の補修工事に対応できる近隣の事業者を
知りたい場合は、こちらからご確認いただけます。
住まい再建事業者検索サイト：https://sumai-saiken.jp/

※ 国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所属しているリフォーム
事業者等を一元的に検索できるサイトです。

（受付時間：平日 午前9時15分から午後5時）

日本損保協会 外国損保協会
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https://www.fnlia.gr.jp/member.html
https://www.fsa.go.jp/index.html
https://sumai-saiken.jp/


過去の豪雨で被災された皆様からの主な相談例とアドバイス

Ａ 家賃は、通常に住むことのできる部屋等が提供されることについての対価です。
借家の使用が客観的に不可能であり、賃貸人が建物を使用させる義務を果たせな
い場合、賃料の支払義務は生じないと考えられます。

【住宅の賃貸借契約】

Ｑ 賃貸住宅に住んでいるが、災害で被災し、住むことができなくなった。住む

ことができなかった期間の家賃について支払う必要はあるのか。

Ａ 災害情報サイト等は、通信会社が利用料無料で提供している場合が多いと考え
られますので、これらの請求については、架空請求の可能性があります。請求さ
れた内容について不明な点や不安があった場合には、相手に連絡したり、料金を
支払ったりする前に、最寄りの消費生活センター等に相談してください。強引に
金銭を要求された場合には、警察に相談しましょう。

【架空請求】

Ｑ 携帯電話に災害情報サイト利用料を請求するメールが届いた。すぐ支払わ

ないと訴えると書いてある。無視してよいのか。

Ａ まずは表面の連絡先等を参考に、ご加入の保険会社又は代理店に相談しましょ
う。保険会社等に直接確認しなければ、保険金が実際にいくら支払われるのか、
そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。
また、住宅修理とは別に、保険金請求手続をサポートするという契約をさせら

れ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金請求手続の手数料は損害
保険の補償対象とはなりませんのでご注意ください。

Ａ 契約した後であっても、自宅を訪問されたり、電話で勧誘を受けたりして修
理やリフォームの工事を契約した場合、特定商取引法に基づき、不備のない正
しい記載がなされている契約書面を受け取ってから８日間はクーリング・オフ
ができます。契約書面がそもそも交付されていなかったり、書面に不備があっ
たりした場合には、改めて適正に書面が交付されない限り、いつでもクーリン
グ・オフを行うことができます。クーリング・オフの仕方など、不明な点があ
る場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

【住宅の修理・リフォーム】

Ｑ 災害で壊れた住宅の修理をしないかと、点検に来た業者に勧誘されて契約

したが、高額なのでクーリング・オフしたい。どのようにすればよいか。

消費者庁ウェブサイト内の「災害関連情報」もご覧ください https://www.caa.go.jp/disaster/

一人で悩まず、

消費者ホットライン 188
（局番なしの３桁番号）にご相談ください。

おかしいと思ったら。
心配なことがある場合は。

消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター『イヤヤン』

【保険金の申請】

Ｑ 来訪した業者に「保険で負担なく修理ができる。保険金の申請を代理する」

といわれたが、信じてよいのか。



災害に便乗した

豪雨等の被害を調査すると告げ、調査後、

・本来必要ないのに「○○が壊れているから工事が必要」
・「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」
などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。

代表的な手口

◎次のような勧誘には、ご注意ください！（高齢者の一人暮らしは特にご注意！）
・保険金請求代行のコンサルタント料（成功報酬）や修理費用は、おりた保険金で
対応できるという勧誘

・保険の対象となるかどうか確認もしないまま、保険金請求手続の代行を持ちかける
などの勧誘

工事はお任
せください。

屋根の瓦がずれてますよ。
保 険 で 修 理 が で き ま す
よ！

無料で修理できるんですよ。
お金はかかりません。

必要ないわ。

実際には保険金がおりない・請求額より少な
い、又は解約すると言ったら高額な解約金を
請求されることも・・・。

今回の雨で壊れたこ
とにすれば、古くなっ
たところも保険金で
きれいになります。

うその理由で保険金を請求すること
はできません。

古くなったところなど
はありませんか。

（詐欺に該当する場合があります。）

こんな話にもご注意！

契約しないと
帰ってくれな

いのかしら・・・。

公的機関のような事業
者名を名のることもある
ので注意。

【作成：令和２年８月】

作成取りまとめ：消費者庁取引対策課 （電話：03-3507-8800（代表） FAX：03-3507-9291）

別紙９

https://www.fsa.go.jp/index.html


訪問販売による取引は、
契約書面を受け取った日から８日間以内であれば、契約解除ができます。
※ ８日間を過ぎていても契約の取消しができる場合もあります。消費生活センター等に相談してください。

消費者ホットライン （局番なし）１８８

困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」にご相談ください。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。 い や や！

消費者ホットライン１８８

イメージキャラクター 『イヤヤン』

① 必ずハガキなどの書面で行います。
② 契約年月日、契約の内容、契約金額、販売会社、担当者名、「この契約を解除します」ということを書

きます。あなたの住所、氏名を書くことを忘れずに。
③ ハガキを書いたら、表・裏共にコピーを取ります。
④ ハガキは郵便窓口で、特定記録郵便又は簡易書留などの「出した日付」が分かる方法で出して、受取

証などをもらいます。
⑤ ハガキのコピーと特定記録郵便などの受取証を大切に保管しましょう。

【クーリング・オフの方法】

契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎている
ように見えても、契約を解除できる場合があります。
諦めずに消費生活センター等に相談しましょう！

ｄｄｄｄｄ

【不審・不安に思ったら】
消費者ホットライン又は住まいるダイヤルにご相談ください。

・消費者ホットライン：１８８（局番なしの３桁）

保険に関することは、保険会社又は代理店にご相談ください。
➣損害保険会社の連絡先はこちらからご確認いただけます。
（一社）日本損害保険協会会員会社連絡先ページ

：https://www.sonpo.or.jp/member/link/
（一社）外国損害保険協会会員会社連絡先ページ

：https://www.fnlia.gr.jp/member.html

【不審・不安に思ったら】
消費者ホットライン又は住まいるダイヤルにご相談ください。

・消費者ホットライン：１８８（局番なしの３桁）

住宅に関する様々な相談に対応しています。
不審・不安に思ったら、住まいるダイヤルにご相談ください。
・住まいるダイヤル：０５７０-０１６-１００
➣被災した住宅の補修工事に対応できる近隣の事業者は
こちらからご確認いただけます。
住まい再建事業者検索サイト：https://sumai-saiken.jp/

※ 国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所
属しているリフォーム事業者等を一元的に検索できるサイトです。

日本損保協会 外国損保協会

https://sumai-saiken.jp/
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