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　Ⅰ これから社会に出て行く君たちへ

　２０２２年（令和４年）４月１日から、成年年齢がこれまで
の２０歳から１８歳へ引き下げられます。

　これにより、皆さんの多くが成年者になることになります。
　それでは、成年者と未成年者とでは一体何が違うのでしょ
うか？

　成年者になることにより、皆さんの生活はどのように変わ
るのでしょうか。想像してみてください。

　携帯電話の契約は？　アパートの契約は？
　お酒は？　ギャンブルは？

　これから成年者として社会に出て行く皆さんは、自由に
契約を締結できるようになる半面、理不尽な契約を締結し
てしまったり、契約により、相手方に対する責任が発生しま
す。

　私たち司法書士は、法律実務家として、いろいろな人た
ちの契約トラブルの相談を受けてきました。

　皆さんは、これから契約について学習し、今後、少しで
も契約についてのトラブルに巻き込まれないようにしていきま
しょう。

01 02成年者と未成年者について 賢い大人になろう

 次頁以降の内容は、民法、特定商取引法、
消費者契約法、電子契約法等多くの法律をも
とに書かれています。少しでも法律の知識を
修得して、 なるべくトラブルに巻き込まれないよ
う、 また巻き込まれても適切に対処できるような
賢い大人になってもらいたいと思います。
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　Ⅱ 契約とは？

　私たちは、毎日の生活のために必要な商品やサービスを
購入して暮らしています。例えば、日常生活に必要な生活
用品の購入、ＣＤ等のレンタル、学習塾の利用、クレジット
カードの利用、宅配便やパック旅行、各種保険の利用など、
実にさまざまです。
　これらの商品やサービスを利用するとき、私たちは、商
品やサービスを提供する相手の業者との間で「契約」を
結んでいます。

　契約はお互いの約束です。したがって、双方による合
意が成立する必要があります。何を・いくらで・どうするか
などの内容について、一方が申し込みをし、他方が承諾
し、申し込みと承諾の内容が一致していれば合意が成立
し、契約は成立します。契約書は、合意の成立をはっきり
させ、契約の内容を確認する意味で作成するものですが
契約書がなくてもお互いの合意があれば口約束でも契約は
成立します。

　電話勧誘販売などでは、業者の勧誘を消費者がはっき
り断らなかったり、資料請求すると「断らなかったから契約
は成立」などと業者が主張することがありますが、こんな
場合には合意がないのですから契約は成立していません。

01 04身近な契約、多様化する契約

　契約とは、一言でいえば、お互いの約束で法律で保護
するに値するものを意味します。約束なのですから、相手
と契約するかどうかは個人の自由とされます。どのような内
容にするかも個人の自由に任されるのが原則です。けれど
も、いったん契約したら守る義務が生じます。守らなけれ
ばならない内容は、契約の際に取り決めた内容です。
 
　ですから、必要がない契約は断ればよいわけで、必要
がないと言っている消費者に業者が無理に押しつけるよう
な行為をするのはルール違反です。
　また、どんな内容の契約なのか、業者がきちんと説明し
なければ、消費者は正しく選ぶことができないので、きちん
と説明を受けた上で、わからないことは納得いくまで聞きま
しょう。
　契約するまでは個人の自由です。しかし、適正ルールの
下で契約した以上は双方が守らなければならない、という
のが「契約自由の原則」といわれるものです。

03 契約とは約束

　このように、契約も多様化、複雑化しているため、消費
生活センターに寄せられる消費者相談の７割近くが「契約
について」で占められ、さらに被害・苦情が増加する傾
向にあります。その多くは「いったん契約したけど、やめ
たい」というものです。やめたい理由で多いのは、業者か
ら無理に契約させられた、契約後よく考えたら必要がなかっ
た、期待した内容と違っていたなどです。

02 増える契約トラブル

契約はいつ成立するか
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★�錯誤（自分の落ち度ではなく、契約内容に重大な勘違
いがあった場合）による契約

★公序良俗違反による契約
　�（契約自体が詐欺的内容であったり、勧誘方法が社会

的妥当性を欠いている場合）

★親の同意の無い未成年者の契約（06参照）
　ただし、未成年者が年齢を偽って成年者であるかのごと
く契約したり、親の同意があるかのように偽って契約した場
合は、取り消すことができません。

★詐欺による契約（相手にだまされて契約した場合）

★強迫による契約（相手におどされて契約した場合）

★�契約の勧誘をするに際し、重要な事項について事実
と異なることを告げられてした契約

★�契約の勧誘をするに際し、重要な事項について事実
を告げられないでした契約

★�契約の勧誘をするに際し、消費者の住居において消
費者が退去するよう意思表示をしたにもかかわらず業
者が退去しなかったり、事業所において消費者が退
去したい旨の意思表示をしたにもかかわらず業者が
消費者を退去させないでした契約

★債務不履行
　（契約を定められたことを、
　相手が守らない場合）

★クーリング・オフ
　（P4以下参照）

　１８歳で成年者となっても、できることと、できないことがあ
ります。
　ここで少し整理をしてみましょう。

①成年者ができること。
　◦携帯電話の購入契約
　◦アパートを借りる賃貸契約
　◦クレジットカードの作成
　◦ローンによる家電や自動車などの購入
　◦その他の契約全般

②成年者であっても、２０歳にならないとできないこと。
　◦飲酒
　◦公営競技（競馬、競輪、オートレース等）

　以上のように、健康被害への懸念や、ギャンブル依存
症対策の観点から、②については、１８歳になってもするこ
とはできません。

　しかし、①のとおり、契約については、すべて単独で行
うことができます。
　未成年者の場合は、契約をしても親の同意が無ければ
取り消すことができました。しかし、これからは取り消すこと
はできません。

　つまり、これからは親のもとから離れて自由に活動できるよ
うになりますが、その反面すべての責任を自分自身で負わ
なければならなくなります。

05 06契約が無効になったり、
取り消し、解除ができる場合

成年者であっても
20歳にならないとできないこと
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　Ⅲ 悪質商法とクーリング・オフ

　昨今、若者を狙う悪質商法が社会に横行しています。悪
質商法は一般市民を標的にしていますので、皆さんにとって
も決して他人事ではありません。
　悪質商法の手口はさまざまであり、また実に巧妙です。
たとえば ･･･　ある日突然、知らない若い異性からの一本の
携帯電話。
　相手に気を許し、誘い出され、会って話をしているうちに
断れなくなって ･･･。　今、『デート商法』とよばれる悪質商

法によって、多くの若者が必要のない不当に高額な商品（宝
石や絵画、パソコンなど）を無理やりクレジットで購入させられ、
長期間のローン返済に苦しんでいます。
　いつか、あなたも多額の返済に苦しむ被害者の一人になっ
ている可能性があります。一度悪質商法に引っかかった人
は、個人情報が流れてしまい、いつまでもさまざまな業者の
ターゲットにされてしまいます。

01

02

若者を狙う悪質商法

若者が狙われる主な悪質商法の手口

名　称 主な商品・サービス例 主な販売方法・具体的な手口例

送り付け商法
（ネガティブ・オプション）

注文していない商品を勝手に送り付け、代金を請求してくる。
（例）

注文をしていない海産物が宅配便で送られてきた。そこには書類が同封され
ていて、「購入されない方は 7日以内に返送してください。期間内に返送しな
い場合は、購入を承諾したものとして取り扱わせていただきます」などと書か
れている。

（対応）
事業者から金銭を請求されても、支払う必要はありません。また代引きで送ら
れてきたときは、誰が注文しているか確かめてから受け取るようにしましょう。
２０２１年（令和３年）７月６日以降は、一方的に送り付けられた商品（売買契
約に基づかない商品）は、直ちに処分することができます。

振り込め詐欺

電話で子や孫、警察官、弁護士などになりすまし、子や孫が起こした事件・
事故に対する示談金等さまざまな口実で金銭等をだまし取る。

（例）
「携帯電話の番号が変わった」「風邪をひいて声が変わった」などと言って、
携帯電話番号を登録させ、後日「会社のお金を使い込んでしまった」「会社
のお金を落としてしまった」等の話をして、至急お金が必要と現金の送金を依
頼してきた。

（口座譲渡や「受け子」について）
「手軽にアルバイトで高収入」等のうたい文句に誘われて、預金通帳やキャッ
シュカードを他人に売ったり、タダであげたり貸したりした場合、その口座は振
り込め詐欺をはじめ、さまざまな犯罪に悪用される危険があります。また、現
金やカードなどの受け取り役「受け子」の勧誘にバイト感覚で応じると、通帳
の提供を求められたり脅されたりすることもあるので、絶対に断るようにしましょう。

アポイントメントセールス

展示会商法

英会話教材
パソコン
宝石・アクセサリー
着物
複合サービス会員権

電話、ハガキなどで営業所や喫茶店に呼び出して契約させる方法。
（例）

アンケートに答えれば、着物やゲーム機器など好きな商品をプレゼントするとの
ハガキが届き電話したところ、ハガキを持参するように言われ業者の事務所に
行くと、プレゼントと引き替えに、旅行や家電製品などが安く買える会員への登
録を勧められた。
会員になれば一生で５０００万円の節約になるが、登録には絵の購入が条件と
言われ、５０万円の絵画を勧められた。
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03 その他の注意を要する悪質商法の例

名　称 主な販売方法・具体的な手口例

モニター商法
モニターになれば安く商品、サービスが手に入ると言って人を勧誘し、結果的に高額商品を売
りつける。

ネガティブオプション
商品を勝手におくりつけ、後日、金銭を請求する商法。開封したら返品できないのではとの消
費者心理をつく。

先物取引商法
国内外の大豆、石油、金等の先物取引を装い、最初は儲かったと言って信用させ、その後
相場が暴落したからといって多額の追加証拠金を請求してくる。

未公開株商法
ある未公開株が近く上場するので、今買っておけば上場したときに絶対儲かるからと言って、
未公開株を売りつける商法。株式上場の予定の無いものが大半。

募金詐欺
ボランティア、チャリティー活動等に充てると言って募金依頼や商品販売を行うが、実際は集まっ
たお金を別の目的で利用する。

名　称 主な商品・サービス例 主な販売方法・具体的な手口例

デート（恋人）商法

宝石
アクセサリー
着物
毛皮

（例）
異性からたびたび電話（メール）があり、雑談をしているうちに仲良くなり「会
いたい」と言われ待ち合わせする。雑談のあと特設会場や喫茶店に連れて
行かれ「いざ好きな人ができたときに買えないと困るよ。今から少しずつお金を
出した方がいいよ」と勧められ、高額のダイヤネックレスを購入させられた。

キャッチセールス

アクセサリー
化粧品
エステティック
絵画

繁華街や駅、ターミナルの路上で声をかけ、エステティック、化粧品や宝石な
どを売りつける商法。「アンケートに答えて欲しい」、「キャンペーン中である」
などと販売目的を隠して言葉巧みに近づいて営業所に連れて行き、巧みな話
術やその場の雰囲気で断れないようにして契約させてしまう。

マルチ商法

マルチまがい商法

健康食品
婦人下着
浄水器・活水器
化粧品

うまい話で友人や知人を勧誘して販売組織を拡大させていく商法。「友達に紹
介するだけで必ず儲かる」といって会員を増やす。組織内のランクが上がる
ほどリベートの率も高くなるというシステムになっている。ネズミ算式に会員を増
やすシステムは、すぐに行き詰まることになる。自ら商品を購入するだけでなく、
身近な人を組織に引き込み損害を与えてしまう。

資格商法

士（さむらい）商法

（各種公的資格の例）
一級・二級建築士
行政書士
電気主任技術者
旅行業務取扱主任者
社会保険労務士

「○○士」など資格取得講座を受けるよう言葉たくみに勧誘する商法を「資格
（士）商法」という。教材を送りつけるだけで高額の代金を請求したり、中途
解約を巡るトラブルが多い。受講するだけで資格が取れると虚偽の説明をする
ケースもある。

求人商法
着物販売アルバイト
婦人下着販売
タレント・モデル養成

「社員募集」や「アルバイト募集」の広告を出し、応募した人に商品を売りつ
ける。集合広告、雑誌等でパチンコ店のサクラのアルバイトを募集し、当たる
台数を教える、必勝攻略法を教える、といって多額の保証金を騙し取るケース
もある。

内職商法

宛名書き
チラシ配り
ワープロ文書作成
ホームページ作成

「宛名書きで高収入」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと広告など
で勧誘し、保証金を請求したり、材料、機械を売りつけたりする。仕事の斡
旋はほとんど行われない。

（例）
定型文書作成の仕事の前にエクセルの社内試験に合格して欲しいといわれ受
講料を払い専用パソコンとテキストを買わされたが、合格させてくれず、結局
仕事をもらえなかった。
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　消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約
内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間
は、消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして考えた結果、
必要がないと考えた場合には、消費者からの一方的な申し
込み撤回や契約解除を認める制度です。不意打ち的で熟
慮できなかった取引に、熟慮するチャンスを確保しようとす
る趣旨で設けられた制度です。
　クーリング・オフ制度は、法律で設けられていない場合で
も、自主規制や約款で設けている場合には利用できるので、
よく契約書を確認してみましょう。

　現実の消費者契約では、プロの業者と素人の消費者と
が契約するので、情報に大きな格差があります。商品の情
報や取引内容の情報が不十分だと、消費者には適正な判
断が難しいといえます。
　また、訪問販売などの不意打ち的な取引方法の場合に
は、熟慮する余裕がないため、法律が前提として想定し
ている「きちんとした契約」からは随分離れた契約実態と
いえます。そこで、消費者が適正な契約ができるようにクー
リング・オフ制度が設けられました。

04

05

クーリング・オフ制度とは

　クーリング・オフの通知は書面でしましょう。
　普通の手紙でよいのですが、確実さを確保するために
は内容証明郵便を利用すると安心です。このような方法を
採るのは、クーリング・オフをしたことを客観的に明らかにし
て証拠を残すためです。

07 クーリング・オフは書面で

　内容証明郵便は、用紙１枚につき横書きの場合１行２６
字以内、２０行以内で作成する、というルールがあります。
同じ文章を３通作り、業者宛の封筒とともに本局扱いの郵
便局に持参し、書留を扱う窓口に提出します。窓口では形
式を点検し、１通を郵便局で保管し、１通を差出人に返還
してくれます。これを保管しておきます。

08 内容証明郵便の作り方

　通知は発信した時に効果が生じます。消印がクーリング・
オフ期間内であれば有効です。業者に届くのはその後でも
構いません。効果が生じるためには業者の同意は不要で
す。
　クーリング・オフにより、業者は消費者から受け取った金
額を、速やかに全額返還しなければなりません。消費者に
渡された商品がある場合には、業者のほうで引き取る義務
があります。

09 クーリング・オフの効果

クーリング・オフ制度のねらい

　クーリング・オフには、期間の制限があります。一般的に
は、書面交付の当日から計算して８日目までが多く、利殖
関連の複雑な取引では１４日、連鎖販売取引では２０日となっ
ています。いずれにしても、契約内容が記載された書類を
渡されたら内容をよく確認し、早まったと思ったらなるべく速
やかにクーリング・オフの手続きをとる必要があります。

06 クーリング・オフ期間に注意



− 7−− 6−

クーリング・オフができない場合
☆ ３，０００円未満の現金取引（通信販売を除く）
☆  使うと商品価値がなくなる商品（健康食品、化粧品

など）を使用した場合。（ただし、セット商品は開封
した商品のみ）

☆ 通信販売で、「返品不可」の表示がある場合
☆ 自分から店に出向いた場合
☆ 自動車の購入契約（中古車も同じ）

平成○年○月○日
島根県松江市無法町１丁目１２３番地
株式会社　悪徳コンサルティング商会
代表取締役　悪徳　三郎　殿
 
島根県松江市勇気町２丁目３０番地
（氏名）　被害　受太　印
 
 　　　　　　　　　　契約解除通知書

１，私は貴社と締結した下記の売買契約を解除します。

　　　契約年月日　平成○年１０月２８日
　　　商品名　　　背が伸びる魔法薬
 
１，私が支払った代金２０万円を至急返金ください。
 
１，私が受け取った商品を貴社の費用でお引き取りください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

上記の場合でも、できないと判断する前に
まず相談してください。

なお、クーリング・オフ期間終了まで時間
がない場合など、内容証明郵便の作成が難
しい場合は、次善の策として、ハガキを簡
易書留（表裏両面をコピーして控えておく）
で送るなどの方法もあります。

文案は見本であり、事案により適宜修正が必要です。

10

11

クーリング・オフ等一覧表

内容証明郵便での通知例

取引内容 期間 適用対象

訪問販売 ８日
店舗外での取引（キャッチセールス､ アポイントメントセールス、点検
商法、催眠商法を含む。）

電話勧誘販売 ８日 電話で勧誘し、申込みを受ける販売。

連鎖販売取引
（マルチ商法）

２０日
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売（ネットワーク
ビジネス）

業務提供誘引販売取引
（内職・モニター商法）

２０日
「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要であ
るとして、商品等を買わせる取引

特定継続的役務提供
（エステ・語学教室等）

８日
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソ
コン教室など、長期・継続的な役務の提供とこれに対する対価を約
する取引

通信販売
（「返品不可」の表示がない場合）

８日
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段
により申込みを受ける販売

過量販売 １年
一人暮らしなのに大量のふとんを買わされた場合などにクーリング・
オフと同様の手続で契約解除できることがある

訪問購入 ８日
購入業者が自宅へ押しかけ品物を強引に買い取る取引。（相場より
安い金額のお金を置いて無理やり物品を持って行かれた場合など）
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　Ⅳ 日常生活のＩＴ化と飛び交う個人情報

■迷惑メール
　完全に無くする方法はないので、次のような方法で被害を最
小限にとどめるようにする。
１，メールアドレスを変更する。
２，複雑なメールアドレスにする。
３，スパムメール対策ソフトを使う。

手
口
・
特
徴

と
対
策

■オンラインゲーム詐欺
　掲示板やメールを利用してアイテムや仮想通貨等の売買を行
い、買主は代金を先払いし売主はオンラインゲーム上で目的のア
イテム等を引き渡します（RMT：リアルマネートレードという）。しか
し、アイテム等を引き渡してくれないというトラブルも多く発生して
います。被害にあっても、その相手が誰なのかわからず、解決で
きない可能性が高くなります。RMTはオンラインゲーム会社で禁
止事項とされており、わかるとゲームに参加できなくなります。

手
口・特
徴
と
対
策

■ゲームの「ガチャ課金」
　スマートフォンでプレイできるゲームの多くは、基本プレイが無
料である代わりに、「ガチャ課金」でアイテムやキャラクターをラン
ダムに入手する仕組みを用意しています。これは違法なものでは
ありませんが、強力なアイテムやキャラクターを入手しようとして、
数万円～数十万円を支払ってしまうこともあるため、のめり込み
すぎないよう注意が必要です。

注  

意  

点

■架空請求メール
　身に覚えのない出会い系サイトなどからの請求は当然支払う
必要がないので、無視すればよい。
　相手方に連絡して自分の名前、住所、電話番号を教えてはい
けない。

手
口
・
特
徴

と
対
策

■ワンクリック詐欺・不当請求
　ホームページアドレスやバナー広告などをクリックしたら、いきな
り入会したことになっていたり無料サイトを利用したはずなのに
料金を請求されたりする。こういう場合、大半、契約の不成立や
無効を主張できる。ただし、返信すればさらにメールや請求が来
るので相手にしないで様子をみる。

手
口
・
特
徴

と
対
策

■フィッシング詐欺
　金融機関やインターネットオークション業者等の実在する企業
を装って、偽のサイトに誘導し、クレジットカード番号やＩＤ・パスワー
ドなどを入力させて個人情報を不正に入手するもので、お金を
だまし取られたり、なりすましによるオークション詐欺が発生したり
する。カード番号や個人情報を入力させるサイトには十分注意す
ること。

手
口
・
特
徴
と

対
策

■インターネット詐欺 ネットショッピング・ネットオークション

　お金を払ったのに、商品が届かなかったり、違う商品が届いた
りする。前払いしない、相手の住所、氏名、固定電話番号、評判
などを十分調査し、画面を保存したり印刷しておくことが必要。
売主が買主の申込み内容を確認する画面を設けていない場合
は、操作ミスにより契約がされても無効となる。

手
口
・
特
徴

と
対
策

02

　インターネットや携帯電話は情報の宝庫であり、次 と々最
新の情報が大量に発信されています。また、受取り手か
らの情報発信により他者との交流が迅速かつ容易にできま
す。契約も口頭や書面でなくデータのやりとりだけで成立さ
せることができます。上手に利用すれば居ながらにして自
分の世界が広がる実に便利なものです。しかし、その反面、
情報を悪用したさまざまな問題点が発生しています。

01 インターネットと携帯電話

インターネット・
携帯電話の利用による被害

　個人情報が知らず知らずの間に漏れてしまうことによって、
数多くの被害や犯罪を生んでいます。個人情報はインター
ネットや携帯電話から漏洩している場合が多いようです。
　インターネットや携帯電話には懸賞サイトやアンケートなど
さまざまな個人情報の記入欄があります。また、ブログを作っ
てアドレスを公開すれば迷惑メールも必然的に多くなります。
　迷惑メールは、相手に直接届くのではなく、送受信者の
プロバイダーなど、いくつかのコンピューターを中継して送受
信されます。その過程で第三者にみられてしまう危険性があ
ります。
　個人情報の流出を防ぐため、むやみに個人情報の登録
をすることはやめましょう。利用目的に関係があるとは思わ
れない質問事項があったり、会社名や苦情受付窓口など
の連絡先がない場合などは、特に危険です。他の目的に
利用されて、あなた自身が迷惑を蒙ることになりますので気
をつけてください。

03 個人情報の漏洩と
セキュリティの問題

① 身に覚えのないメールに記載されているＵＲＬには不用意
にアクセスしないこと。

② 有料サイトを利用する場合は、事前に必ず利用規約を確
認すること。（特に料金について、完全無料とあっても、
例えば登録料が無料なだけで情報料は有料というケース
もあり。）

③ 意図せずアクセスしてしまい、利用料金の請求を受けた
場合、言われるがままに支払わないこと。

　（利用していないのであれば、支払う必要はない。）
④ 記載されている連絡先に不用意に連絡しない。
⑤ 氏名、住所、勤務先、電話番号などの個人情報はなる

べく教えない。
⑥ 迷惑メールを受信しないような自衛策を講ずる。
　（ 長く複雑なアドレスの使用、指定ドメイン・アドレスから

のメールのみを受信、自分のアドレスを必要以上に漏ら
さない）

⑦ 契約した場合には、画面を保持したり印刷しておく。
⑧ 直接請求の電話やメールがきても、個人情報を伝えない

ように注意し、きっぱり支払いを拒絶する。
⑨ 脅迫まがいの請求など、悪質な場合は、警察などに相

談する。

04 被害に遭わないために
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　Ⅴ 借金（キャッシング）について

　同じ額を返すことを約束して、お金を受け取ることを借金と言い
ます。受け取ったお金（お札）は借りた人のものになります。そ
れは、人のお金を勝手に使うことは横領罪という犯罪になるから
です。返すお金（お札）は、借りたお金（お札）とは別のお金（お
札）です。

　貸金業者が、ポイントを上乗せするなどして、リボ払いに誘導し
てくることがあります。また、リボ払いとは名乗っていないのに、実
質はリボ払いというケースもあります。目先の利益に捉われず、しっ
かりと仕組みを理解することが必要です。

01 借金（キャッシング）とは

　借りたお金はいつか返さなければなりません。返す時期は借り
るときの契約で決めます。もし、返す時期を決めなかった場合には、
貸主はいつでも返してくれと言うことができます。
　返す方法は①一括返済、②分割返済、③リボルビング払い
などがあります。例えば平成２３年１月３１日に１０万円を借りた場
合、①一括返済は平成２３年１１月３０日などのような決まった日に
返す方法、②分割返済は平成２３年２月から１１月まで毎月末日に
１万円を返済するというように何回かに分けて返済する方法、③
リボルビング払いは借入残高が５万円以上の場合は毎月１万円、
５万円未満の場合は毎月５千円というように借入残高が多いほど
月々 の返済額が大きくなる分割返済の方法です。

02 借金はいつ返さなければ
ならないの

　リボルビング払い（リボ払い）は、クレジットカード等の利用金
額や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を
月々 支払う方式です。

　リボ払いは、毎月の返済額が分かりやすい反面、以下の問題
点があるため、多重債務に陥りやすくなっています。
１．�借入額が増えても毎月の返済額は変わらないため、借金
をしているという意識が薄れる。結果、知らず知らずのう
ちに借入を増やしてしまう。

２．�借入額が増えると返済期間が長くなり、利息の負担が激
増する。

３．�返済総額が分かりにくく、利息の多さが実感できなくなる。

03 リボルビング払いについて

　友達からお金を借りた場合には、受け取った金額だけ返せば
すみます。しかし、銀行や貸金業者などのお金を貸すことを仕事
にしているところから借金すると、受け取った金額だけを返して終
わりにはなりません。受け取ったお金にいくらかの利息を足して返
さなければなりません。利息年１０％で１０万円を借り１年後に返す
ときには、受け取った１０万円に利息１万円を足して１１万円を返さ
なければなりません。
　仮に５０万円を利息年１８％で借りて毎月１万円ずつ返すと何年
かかるでしょう。もし利息がなければ５０万円÷１万円＝５０回（４年
２ヶ月）で返すことができます。でも年１８％の利息が付くと、返済
回数は２倍弱の９１回に延び、返済額も１．４倍の約７０万円と２０万
円ほども多くなります。
　つまり利息が付くと返す金額が増えるし、分割払いでは毎月返
す金額が増えたり、返す期間が長くなったりします。ですから、
お金を借りるときには利息のことも考えて、自分がいくら借りること
ができるかを決めなければなりません。
　また、利息の割合にも注意を払いましょう。５０万円を１０％と０．
９５％の利息でそれぞれ借りた場合の返済額は約６０万円、約
５１万円となります。上記の１８％の返済額と比べてみてください。

04 借りたお金には金利が付く

　金利をいくらにするかは、お金を貸す人と借りる人との合意で
決めるのですが、ヤミ金のように年１，０００％もの金利をとることはで
きません。金利については、利息制限法という法律があって、借
りる金額が１０万円未満のときは年２０％、１０万円以上１００万円
未満のときは年１８％、１００万円以上のときは年１５％を超える金利
をとってはいけないことになっています。これを超える金利の約束
は無効ですので、利息制限法の上限金利を超える利息は払う必
要がありません。

05 金利はいくらとってもいいの？

年利と借金の減り方
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　Ⅵ クレジットカードについて

　クレジット会社は、契約を守ってキチンと支払うことができ
る人と信用して、申込者にカードを発行します。我が国のク
レジットカードの発行枚数は、約３億枚といわれ、一人数枚
のクレジットカードを持つ時代になりました。

　クレジットカードには次の利点があります。
　□�現金を持ち歩かなくても買い物や食事ができる。
　□��その代金は、後で払ったり分割で支払うことがで

きる。
　□�お金を借りることもできる。

　人にカードを貸す行為は、「私の名前でクレジット会社か
ら自由に借りていいですよ、その借金はあなたに代わって
私が返しますよ」というのと同じ事です。
　また、名前を貸してもいけません。名前を貸しただけでも、
あなたが借金の返済の責任を負うことになりますから、どん
なに仲のいい友人に頼まれても断る勇気を持ってください。

　多くのクレジットカードに「キャッシング機能」がついて
います。この手軽で便利な借金には、消費者金融などと
同じく、高い利息がつきます。クレジットカードのキャッシング
機能や、消費者金融などを、お財布代わりにしていては、
初めはほんの少しの借り入れでも、すぐに大きな借金に膨ら
んでしまいます。

　もしクレジットカードや消費者金融を利用しすぎて借金の
返済に行き詰まった場合、借金を整理する方法としては以
下の手続きが考えられます。
 どの方法が適切であるかは、人によって、また事情によっ
て異なるので、借金返済で困ったら、なるべく早く専門家
である司法書士・弁護士に相談されることをお勧めします。

「任意整理」  司法書士・弁護士に依頼して、借金の支払
金額、支払い方法を変更してもらう手続きの
こと

「特定調停」  裁判所の調停手続きにより、借金の支払金
額、支払い方法を変更してもらうこと

「民事再生」  裁判所に申し立てをし、全ての債権者の借金
を一定の割合で減額してもらい、支払ってい
く方法

  住宅ローンだけは約定どおり支払えば家を守
ることができる場合があるのが大きな長所

「破　　産」  裁判所に申し立てをし、全ての借金を免責し
てもらう手続きただし、一定以上の財産を持っ
ている人は、その財産を手放さなければなら
ない

01

03

04

06

クレジットカードとは

　クレジットカードは使い方を誤ると大変なことになってしまい
ます。なぜなら、クレジットは、「借金」だからです。
　契約には責任が伴います。借金という契約では、借りた
人には、「借りたお金（利息がある場合は利息も含めて）
を返す」という責任があります。
　テレビでクレジットカードを使う場面を見て「かっこいいか
らマネしてみよう」ではなく、「自分にその借金を返す責任
が果たせるのか」をよく考えてから使う必要があります。　
　また、公共料金などをクレジットカード払いにした状態で
支払いを滞納すると、ブラックリストに載ってしまい、将来的
に住宅ローンが組めなくなったりして困る危険があります。

02 クレジットカードは借金

カードは
他人に貸してはいけません

キャッシング機能には高い
利息が（金利に敏感になろう！）

05 クレジットカードの仕組み

多額の借金を抱えてしまったら
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　Ⅶ 保証人になるということ

　親戚や友人がお金を借りたり、高額商品をクレジットで購
入したりするとき、保証人になってほしいと頼まれることがあ
ります。
　「絶対迷惑をかけないから」と言われると、つい引き受
けてしまい、後になって大変な責任を負わされて途方に暮
れることがよく見受けられます。
　「保証」とはどういうものかを理解して、くれぐれも慎重な
態度で臨み、安易に保証人になったりしないようにしましょう。

　たとえば、友人がお金を借りてその保証人になったとき、
友人が貸主に対し約束どおりお金を返していけば、保証人
は何も負担することがありません。
　しかし、友人がお金を返さない場合には、保証人は友
人に代わって全額を返さなければなりません。
　たとえ友人が「絶対迷惑をかけないから」などと言って
いたとしても、貸主に対しては何の意味もありません。
　当初、友人が借りたときには分割払いの約束になってい
ても、保証人に対しては一括払いするよう請求ができます。
これは最初の契約で、支払いが遅れたときは分割でなく一
括して支払わなければならないという契約になっているから
です。
　保証人を引き受けた以上は、突然一括払いの請求が来
るかもしれないということを覚悟しておくべきです。

①「相手の借金を保証する能力が自分にない場合」
　例えば、２００万円を借りる保証人になってほしいと言わ
れた場合、いつでも自分は２００万円差し出せるのか考え、
それができないなら保証人を受けるべきではありません。

②「�明らかに相手が借金を返済できそうにないと思うと
き」

　保証人となってほしいと頼んでくる相手は、どんなに悪い
状況でも大丈夫だと言うでしょう。しかし、自分で調べてみ
て、相手が返済できそうにない場合は保証人になるべきで
はありません。

　相手は真剣に頼んでくるのですから、断る方も真剣に断
るべきです。
　できないなら、最初からはっきりＮＯと言いましょう。相手
のメンツなどを気にして曖昧な態度をとることは、むしろ相
手に期待を抱かせてしまって、かえって迷惑です。
　「以前、保証人で親戚が苦労したことがあり、家族が反
対するから」「友達が苦労したのを知っているので」など
と説明しましょう。
　断ることで相手との関係が悪くなってしまうのではと気にし、

「印鑑を押すだけ」だから引き受けてしまおうなどと安易に
考えないでください。

01

02

03

04

保証人ってなに？

保証人の責任は？

こんなときは絶対に断るべき

どうやって断ったら
いいのでしょうか？
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　Ⅷ これだけは覚えておこう

☆ 契約は書面で行い、納得した上で契約する。
　 電話等の口頭契約には応じない。

☆  世の中にうまい話はないと考え、うますぎる話は安易に
信用しない。

☆  身に覚えない相手からのメール、電話やはがきによる請
求は無視する。（いったんお金を支払ってしまうと、まず
返ってこない。）

☆  意図せずアクセスしてしまい料金の請求を受けた場合、
相手の言われるまま支払ったりしないで、消費生活セン
ターや司法書士会の電話相談を利用して、アドバイス
を受ける。

☆  第三者に個人情報（住所、氏名、勤務先、電話番号等）
は安易に教えない。

☆  インターネットや携帯電話での買い物には危険が伴うの
で慎重に行う。

☆  契約が訪問販売、電話勧誘販売の場合、クーリング・
オフ制度が利用できる。しかし、通信販売、インターネッ
トショッピングの場合は適用されない。

☆  クーリング・オフの通知は、必ず書面（内容証明郵便）
で行う。

☆  消費者金融、クレジットカードのキャッシングの金利はき
わめて高いことを認識しておく。

☆  返済が滞るとブラックリストにのり、社会的信用が低下す
る危険性がある。

☆  カードを他人に貸したり、自分名義で借りさせたりしては
いけない。

☆  契約後でも、不適正な行為があれば契約が無効だった
り、取り消したり解除できる場合があるので簡単にあきら
めない。疑問を感じたりわからないことがあったら自分ひ
とりで判断せず、消費生活センターや司法書士会の電
話相談を利用して、アドバイスを受ける。
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　Ⅸ 家計簿をつけてみよう

一人暮らしの家計簿をつけてみよう。

家計簿をつけるのは面倒くさく、なかなか続けられません。
そこで、”大ざっぱ”だなーと思われるかも知れませんが、
時間がかからない簡単な方法を提案します。

お金の流れを知る。
　家計簿は何も、一円単位まできっちりつけなくても良い。端数が合わなくても気にしない。
　大事なのは、自分のお金の使い方を知ること。
　→　そうすれば、何を減らせば良いかも分かってきます。

収入 支出
費目 金額 費目 金額 補足説明

給与（手取金額）
または

仕送り金額
170,000 円

固
定
支
出

家賃 55,000 円

専用口座で支出を把握

自動車ローン 10,000 円
駐車場代 6,000 円

公
共
料
金

電気 3,000 円
ガス 3,000 円
水道 3,000 円
電話

ケータイ 10,000 円
インターネット料 6,000 円
小遣い 10,000 円

専用のサイフで管理
食費 40,000 円
服飾費・美容費 12,000 円

レシート保管、月末集計
医療費
保険料

専用口座で支出を把握
ガソリン代 3,000 円
交際費
その他 レシート保管、月末集計

170,000 円 161,000 円

1�家計簿の費目を整理する。
 日用品費は支出が小さいので小遣いに含める。

2�引き落とし専用の口座を設ける。
 通帳を見るだけで支出が把握できてらくになる。

3�サイフを分ける。小遣いと食費の専用サイフを設ける。
 （例）月初めにサイフに３０，０００円入れる。→月末のサイフ５，０００円
 　　　＝２５，０００円の支出

そこで、
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　Ⅹ 島根県司法書士会と相談窓口のご紹介

島根県司法書士会 講師派遣委員会
R3．１0月版


