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パッケージツアーの契約が成立する時点を選びなさい。
1 電話予約した時点
2 電話予約し、期限までに申込書を送った時点
3 電話予約し、期限までに申込書を送って申込金を支払った時点

知って納得、くらしの知識

「めざせ おとな系消費者」〜新社会人の掟〜
お小遣いでお菓子を買う、電車に乗る…私たちは子ど
もの頃から、大なり小なり契約をしながら生活（＝消費
者）しています。
社会に出ると「ちょっと高い」「契約書が必要」なも
のを買ったりすることもありますが、その判断をするの
は自分ですし、責任も取らなくてはいけません。
そして、「やめておけばよかった」と後悔したり、経
験の浅い若い人をターゲットにする悪質な事業者に遭っ
てトラブルになったりすることも。
トラブルはお金や時間を浪費するだけでなく、あなたの将来を大きく変えてしま
う可能性もあります。おとなの契約に備え、契約のことを少しでも知っておくと、
トラブルを回避できるかもしれません。

契約の基本
契約は、「買い手・売り手」の意思が一致して成立し、口頭でも成立します。
いったん成立した契約は、一方的には解約できません。

契約の無効・取消
★「一方的に消費者に不利益な内容の条項」は無効
例）
「商品に欠陥があって怪我をした場合でも賠償しない」
★犯罪に荷担するようなものも無効
★未成年者の場合は法定代理人（父母など）の同意を得ていない契約は取り消
すことができます。
「小遣い」の範囲の契約や、自ら成年者と偽って行った契約は取り消す
ことはできません。
結婚の経験がある場合は成年者とみなされます。

解約の特例！
キャッチセールスなど「不意打ち」性が高い、契約内容が複雑なものなど
特定のものだけ「クーリング・オフ（無条件解約）」できます。
例〕 訪問販売

電話勧誘販売

マルチ商法

エステ・語学教室・パソコン教室など※

※期間・金額に条件あり

仕事をするために必要といって商品を買わせる
期間は契約書面を受け取った日から8日以内（マルチ商法などは20日以内）
事業者・クレジット会社に特定記録郵便など書面で行いましょう。
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はじめてのクレジットカード
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クレジットカードを申し込む前に！

RD
★キャッシングだけでなく、クレジットカードでの
C
A
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ショッピングも借金と同じです。一括払い以外の
D
ショッピングには利息がかかりますし、期間が長く
なればなるほど利息はかさみます。
特にリボ払い利用は慎重に。
★クレジットカードを安易に他人に貸したり、頼まれて名義を貸すようなことは絶
対にしてはいけません。
★クレジットカードには暗証番号を登録します。他人から推測されない番号にしま
しょう。また、紛失したらすぐに警察、カード会社に連絡しましょう。
★クレジットカードは、現金を持ち歩かずに済みますし、上手に利用してポイントを
貯めることもできる便利なものですが、慎重な利用を心がけましょう。
大学生でもできるバイトなの？

「ネットワークビジネス」に誘われたけど？
★いわゆる「マルチ商法」のことです。
「会員を勧誘すればマージンを払う」など、会員
を増やすことで販売網を広げます。商品販売も伴うマルチ商法自体は違法ではあ
りませんが、
「簡単に儲かるバイト」などありません。親しい人から誘われてもアヤ
シイと感じたらきっぱり断りましょう。
もはや都市伝説！？

実体がよく分からないものたち

消費者庁越境消費者センター（CCJ）
を知っていますか？

海外から購入した商品に関するトラブル
ブラックリスト
「クレジットの審査が通らなかった…。」 の相談を受け、海外事業者に対応を促す
クレジットの返済状況などを記録する などします。
機関として「信用情報機関（※）」があり http://www.cb ccj.com/
ます。クレジット会社は、この機関の情
報を審査の判断材料の一つとしています。ブラックリストそのものは存在しません
が、過去の取引などに問題がある場合は審査が通らないこともあり、このことがいわ
ゆるブラックリストに載っている状態といえるでしょう。なお、登録されている自分
の情報の開示請求や、身分証明書を紛失した際など悪用される心配があるときは自
分で申告・登録をすることもできます。
（※）
（株）シー・アイ・シー（CIC）など
債権回収会社
「『債権回収会社○○』からレンタルビデオの延滞料金の請求が…。」
委託を受けて債権を回収することは、本来弁護士のみに許されていましたが、例外と
して法務大臣の許可を受けた会社も行うことが可能です。債権回収会社の名をか
たった架空の請求も多いので安易に信用してはいけませんが、心当たりがある場合
は、法務省のホームページで許可された会社か確認するか、利用した店舗に確認を取
りましょう。
くらしのEYE 2012.3
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米粉のひみつ
最近、米粉を使ったパンやケーキを目にする
ようになりました。昔からある上新粉などの米
粉とは何が違うのか、どんな使い方があるのか
調べてみました。

米粉とは
日本では古くから米を主食としてきましたが、食事の多様化に伴って米の消費量
は減り、現在は国内の水田の6割でまかなえる量になっています。一方、小麦の消
費量は増えていますが、その9割近くを輸入に頼っています。穀物の自給率を上げ
るためには現在利用されていない水田の活用が必要であることから、米の新たな用
途として米粉の開発が始まりました。
もともと米の粒は固く、無理に粉砕すると米のでんぷん粒に傷がついてしまいま
す。でんぷん粒の損傷が激しいと吸水性が高くなって団子のような生地になり、
ふっくらさせることができませんでした。しかし製粉技術の進歩により、粉砕によ
るダメージが少なく微細な粉の製造が可能になり、パンや麺など様々な用途に使い
分けられる上質な米粉が作られるようになりました。

米粉の特徴
もちもちの食感
米の粘りのもとであるアミロペクチン（でんぷんの1種）を多く含むた
め、食品にもちもちとした食感を付加します。
ヘルシー
米粉の油の吸収率は小麦粉の約半分なので、揚げ物に使用するとカロリー
が低くなります。また、体に必要なアミノ酸のバランスが小麦粉よりも優
れています。
料理に使いやすい
米粉にはグルテン（小麦から生成されるタンパク質）が含まれておらず、
ダマになりにくく混ぜすぎても粘りが出ないので、料理や菓子づくりに便
利です。
逆に、米粉だけではふっくらとしたパンやこしのある麺はできないため、
パンや麺用の米粉にはグルテンが添加されています。
価格が高い
原料・製粉コストなどの違いにより、現在は小麦粉よりも割高ですが、米
粉が普及して利用量が増えると価格の低下が見込めます。
表紙の答え：表紙のパン、カステラ、唐揚げ（衣）には米粉が使われています。
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米粉パンの評価

市内の小・中学校では平成21年 図1 市内の中学生を対象にした米粉パンの調査
（平成21年7月教育委員会実施）
度から月に1回、県産米70％の米粉
パンが給食に登場しています。導
1%
Q.米粉のパンの味は小麦
粉だけで作ったパンと
入当初行われた中学生約千人を対
比べてどうですか？
象にした調査によると、全体の約7
6%
割の中学生が小麦粉だけのパンよ
N＝1089
りもおいしいと評価しています
24%
■おいしい
（図1参照）。
■変わらない
69%
昨年、県農林水産まつりで実施
■おいしくない
された米粉パン試食イベントにお
□無回答
いては、アンケートに答えた人の
約7割が、小麦粉のパンよりもおい
しいと評価している一方、小麦粉のパンより価格が高くても購入すると答えた人の
割合は全体の2割未満でした。
米粉パンの消費を拡大するためには、コスト削減に向けた努力を行うとともに、
米粉ならではの消費者ニーズにあった商品の開発が望まれています。

米粉製品を利用しましょう
図2 米粉倶楽部ロゴマーク
米粉に関わる生産者や製造者などが一体と
なって行っている活動「米粉倶楽部」では、
国の支援を受けて米粉の普及に取り組んでい
ます。「米粉倶楽部」登録団体の製品には共
通のロゴマーク（図2）がついているものも
ありますので、身近な食料品店で探してみましょう。
米粉を手軽に使ってみたい場合は、小麦粉の代わりに、揚げ物や焼き物に使って
みると、サクサクした食感を感じることができます。また、パンや菓子を作るとき
は、粉の2〜3割を米粉に置き換えるともちもちの食感が得られます。
米粉が使われた製品を買うもよし、米粉を使って料理をするもよし、自分にあっ
たやり方で、普段の食生活に米粉を取り入れて米の消費拡大に貢献しましょう。

◆米粉倶楽部ホームページ
http://www.syokuryo.jp/komeko/index.html
◆市内の米粉製品取扱店（九州米粉食品普及推進協議会ホームページ）
http://www.marubishi-group.co.jp/bukai/kumamoto/k̲komeko.html
米粉製品には小麦粉が含まれていないの？
米粉製品には、小麦グルテンを添加していたり小麦と同じ製造ラインで作られ
ていたりするものがあります。小麦アレルギーの人は表示で確認しましょう。
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相談コーナーから

私が払うの？〜賃貸住宅の原状回復費用〜
春は、進学・就職・転勤など、新生活のス
タートの時期です。そして、この時期に増え
るのが賃貸住宅退去時のトラブルに関する相
談です。
◆事例
2年間住んでいたアパートの退去時に、クロスや畳の張替えとハウス
クリーニングの費用全てを敷金から差し引かれ、数百円しか返還されな
かった。居間のクロスに子どもが落書きしていたが、他に汚れや破損は
なかったと思う。特約事項に「退去時の原状回復費用は全額借主負担」
と書かれていたが、本当に全部負担しないといけないの？
事例のように賃貸住宅の相談の多くは、退去時に請求されるハウスクリー
ニング代、クロスの張替え、畳の表替え、襖・障子の張替えなどの原状回復
費用をめぐるトラブルです。入・退
貸主・借主の修繕費負担表
去時の物件の現状確認が十分にされ
（国土交通省ガイドラインを参考に作成）
ていないことや、「原状回復」に対
修繕費負担者 貸主 借主
する貸主、借主当事者間の認識のず
れに原因があるようです。
家具の設置による床、カーペッ
「原状回復」の基本的な考え方は？
国土交通省の『※1原状回復をめぐ
るトラブルとガイドライン』による
と、原状回復とは、借主が借りた当
時の状態にもどすことではなく、借
主の故意・過失や管理者としての注
意義務に違反したことで生じた汚損
や破損を復旧することをいい、原則
として自然な劣化や通常の使用によ
る損耗などの修繕費用は貸主が負担
するものとされています。

トのへこみ

○

日照による畳の変色

○

テレビ、冷蔵庫等の設置による
壁面などの黒ずみ

○

ポスター、カレンダー等を貼っ
た画びょう等の穴

○

ペットの飼育に伴う壁・柱・床
などのキズ

○

トイレ、風呂等の水垢、カビ
（借主が清掃・手入れを怠り生
じた汚れ）

○

鍵の交換費用（借主による鍵の
破損、紛失がない場合）

○

※1「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 ／ 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
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「特約事項」がある場合はどうなるの？
特約とは、当事者間で取り決めた特別の条件を意味します。賃貸借契約で
は、一般的な原状回復義務を超えた修繕なども特約として借主の負担とする
ことができます。しかし、借主に一方的に不利になるものや、法律的または
道義的におかしいとされるものは無効となります。また、貸主は契約前に借
主が負担する修繕の範囲などを具体的に説明し、双方の合意により「特約事
項」として取り決めをする必要があります。
事例のケースでは、貸主が契約時に特約事項の具体的な内容について十分
な説明を行わず、相談者（借主）も正しく認識していなかったことから、話
し合いにより、借主の負担は落書き汚れのあった居間のクロスの張替え費用
のみとなりました。
確認が
っても

入居前の

と
とっても、

ね！
＜トラブルに遭わないために＞
大事なんだ
●ここがポイント！入居の前にしっかり確認！
・契約する際には契約書や重要事項説明書によ
く目を通し、あいまいな点や不明な点は、
しっかり確認しましょう。
・入居前に貸主立会いのもと、キズや汚れの有無など部屋の状況を確認し、
チェックリストを作成しましょう。キズや汚れを見つけたら写真も撮って
おきましょう。

●退去時もしっかり確認！
・退去時にも貸主立会のもと部屋の状況を確認し写真を撮っておきましょう。
●原状回復費用の内訳は、十分な説明を求めよう
・修繕費用の明細がわかる見積書や請求書等を出してもらいましょう。
・高額であると感じたときは、複数の業者から見積を提示してもらうよう貸
主へ要求しましょう。
●貸主と話し合いで解決できないときは・・・
・簡易裁判所の少額訴訟や民事調停制度の利用もできます。
少額訴訟とは・・・
60万円以下の金銭支払トラブルを迅速に解決するための手続きで、簡易
裁判所で1回の審理で判決が出る裁判制度です。
◆

相談コーナーの受付は、 【電話番号】092−781−0999
月〜金曜日（祝日を除く）9時〜17時
第2・4土曜日
10時〜16時（電話相談のみ）
インターネット消費生活相談も行っています。 福岡市消費生活

検索

くらしのEYE 2012.3
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お知らせ
消費者グループの活動を支援します
平成24年度より、消費者グループが市民を対象に実施する消費生
活に関する講座や講演会（例：「食の安全」「リサイクル」）など
を支援します。
■支援の内容
経費の一部助成、市政だよりなどでの広報など
■申 請 時 期
4月から5月末
※詳細は、ホームページ、市政だより4／15号をご覧ください。

「食の安全
について

」

今年もやります「知らなきゃ損！消費者力アップ通信講座」
場所や時間を気にせず自分のペースで学習できる通信講座で、契約や商品・
サービスの基礎知識、衣食住に関わる知識を身につける講座です。
■受 講 期 間
7月〜10月
■定
員
50名（先着順）
■受講生募集
6月より開始
※詳細は、ホームページ、市政だより6／1号でお知らせします。

クイズの正解と解説

正解

3

旅行業約款では、パッケージツアーの契約は申込者が予約し旅行会社がこれを承諾して、
申込者が期限までに申込金を支払った時点で成立するとされています。ただし、申込金を支
払っていなくてもクレジットカード会員番号を伝えて申し込んだ場合は、契約成立となりま
す。
※このクイズは、
「財団法人日本消費者協会」による「チャレンジ・ザ・消費者力」から出題しています。

●編 集

福岡市消費生活センター 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
（あいれふ7階）
TEL 092-712-2929
FAX 092-712-2765
市ホームページ http://www.city.fukuoka.lg.jp/ から
「消費生活・各種相談」
をクリック！
●発行日
平成24年3月15日※本誌に対するご意見、
ご希望を消費生活センターまでお寄せください。
●
「くらしのEYE」
は区役所や公民館など市の施設のほかに、
銀行、
郵便局でも配布しています。
●印 刷
三栄印刷株式会社

福岡市の広告事業として掲載しています

