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JAN 2011 9Ｊ：ＣＯＭチャンネル（地上デジタル放送１１チャンネル）で、西東京市の「市からのお知らせ」のデータ放送をご覧いただけます。

 水道メーターを調べにきた
と訪ねてきた業者から、点

検したら水漏れしている、すぐ
直すかと聞かれ、その場で水道
管工事を依頼し代金１５万円を払
ってしまった。後日、領収書を
届けてくれる約束が守られず、
水道局から来たと言っていたの
を思い出し、役所に尋ねたら、
いきなり工事代金を求めること
はないと聞き、騙されたと思
う。返金してもらえないだろう
か。名刺など、業者の連絡先が
分かるものは何ももらっていな
い。
 「水道局から来た」と聞き、
相談者は信用して宅内の点

検を許したようでした。消防署
からきたと告げ消火器の購入を
勧めるケースも聞きますが、そ
の場で現金を支払わせる業者に
は注意が必要です。
　事例のように点検と称して訪
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問し、何か異常があるとして不
安をあおり、商品を売ったり工
事契約させたりすることを点検
商法と言います。ふとんや浄水
器、床下換気扇や屋根工事など
が多くあります。
　業者が突然訪ねて来て勧めら
れた契約なら訪問販売に該当し
ます。クーリング・オフの対象
ですから、契約書をもらってか
ら８日以内は無条件で解除でき
ます。クーリング・オフの書面
を出せば、支払った代金は返金
されます。契約しても支払いは
慌てず、本当に必要な契約か家
族で相談してからでも遅くはあ
りません。
　また業者の連絡先が分からな
ければ交渉もできません。契約
書は必ずもらいましょう。
　詳しくは消費者センターまで
お問い合わせください。
◆消費者センター（札４２５－４０４０）

○
○
か
ら
来
た
と
言
う
業
者
に
注
意

消費生活相談 Ｑ＆Ａ

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

  一般相談（予約不要）
日　時場　所

毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時　市民相談室　田・保

専門相談（予約制）　
　申 １月１７日捷午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接ま
たは電話（★印は、１月５日昌から受付中）
なお予約開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
　問  市民相談室 田（札４６０－９８０５）・保（札４３８－４０００）

日　時場所内　容
１月２５日昇・２６日昌、２月３日昭・４日晶午前９時～正午
※２月３日昭は人権･身の上相談を兼ねる
※２月４日晶は女性弁護士による相談

田

法 律 相 談
１月２７日昭は午前９時～正午で人権・身の上相談を兼ねる
２月１日昇、２日昌　午後１時３０分～４時３０分
※２月１日昇は女性弁護士による相談

保

　　　午前９時～正午
★２月３日昭田人権・身の上

相 談 ★１月２７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　１月２８日晶
　２月４日晶

田
税 務 相 談

　２月４日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　２月３日昭田

不 動 産 相 談
　２月１０日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　２月１０日昭田

登 記 相 談
　２月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　２月１０日昭田

表示登記相談
　２月１７日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　２月９日昌田

交通事故相談
★１月２６日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　２月１４日捷田
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分　２月１８日晶田行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★２月２日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

【息子なりすまし型】
　息子や孫、甥などの親族や知人の名
前をかたる手口。
①本人と声が違うことをごまかす理由
⇒「風邪をひいて、のどが痛い」「具合
が悪くて、病院に来ている」などと言
い訳をします。
②電話番号が変わる理由
・「携帯電話が壊れた、なくした、トイ
レに落とした」
⇒携帯電話を買い換えても、電話番号ま
で変えることは、ほとんどありません。
・「無言電話やいたずら電話が多いから」
「会社から携帯電話を持たされている」
⇒必ず以前の電話番号にかけて、事実
を確認しましょう。
③お金が必要な理由
　「友人の借金の保証人になった」「先
物取引に失敗した」「株で穴を開けた」
「電車の網棚に、契約金の入った会社
のカバンを忘れた」「すぐに○○万円準
備しないといけない」
⇒息子や孫が困っていると思い込ま
せ、あなたを慌てさせます。
　しかも、「今すぐお金が必要だ」と言
って考える余地を与えません。
④お金の受渡し方法
　「口座に振り込んで」「友人、会社、
税務署の○○が取りに行く」

【警察・銀行なりすまし型】
　警察官や銀行協会などの職員をかた
る手口。
①事件を告知する。
　「○○警察の者です、あなたの口座
が犯行に使われていました」「あなたの
カードが偽造され、現金が引き出され
ています」「あなたの個人情報が漏れて
います」などと言って、あなたを慌て
させます。
②カードや現金を預かる口実。
　「キャッシュカードや口座を作り直
した方がいい」「暗証番号を変えた方が
いい」という口実で、「キャッシュカー
ドを預かります」「暗証番号を教えてく
ださい」「口座から現金を下ろしてくだ
さい」などと言って、キャッシュカード
や現金を手渡すように、仕向けます。
③受渡し方法
　「警察、金融庁、銀行協会の者が取り
に行きます」
⇒警察官や金融庁、銀行協会などの職
員がキャッシュカードや現金を預かり
に行くことは絶対にありません。
興こんな電話がかかってきたら、迷わ
ず１１０番通報してください。
　問 田無警察署生活安全課防犯係
（札４６７－０１１０　内線２６１２）
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）
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①車から離れるときは、「ドアロック」
を確実に！
　自動販売機やお店などに立ち寄ると
きも、必ずドアロックをしてください。
②車内にバックなどを置いたままにし
ない！
　ドアロックをしていても、車外から
現金やバックなどが見えると、車上ね

らいのターゲットになります。
③警報ブザーの活用を！
　窓ガラスの破壊や衝撃、不正なドア
の開閉に反応する警報ブザーを設置す
ると効果があります。また、「警報装
置設置」などの標示をするのも一つの
方策です。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

お役立ちガイお役立ちガイドド

■後見人のつどい

　時 １月１９日昌午後２時～４時
　場 田無総合福祉センター
　内 後見人からの報告、意見交換
　問 ・　申 権利擁護センターあんしん西東
京（札４３８－３７７６）

 シニア対象パソコン教室の２月 
受講者募集

興パソコンの始め方と入力　　時 ３日
昭午後１時～４時／　￥ 無料／　締 １月
２４日捷
興パソコン入門講座　４日晶・１０日
昭・１８日晶・２５日晶午前（計４回）／　￥ 
６，０００円／　締 １月２４日捷　
興ワード初級講座　　時 １日昇・８日
昇・１５日昇・２２日昇午後（計４回）／　￥ 
６，０００円／　締 １月２１日晶
興エクセル初級講座　　時 １日昇・８
日昇・１５日昇・２２日昇午前（計４回）／
　￥ ６，０００円／　締 １月２１日晶
興パソコンの楽しい活用講座（詳細
は資料をご請求ください）　　時 ４日晶・
１０日昭・１８日晶・２５日晶午後（計４回）
／　￥ １回１，５００円（過年に当教室の講
座を受講された方は１回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み。
　場 シルバー人材センター東伏見教室
　時 午前９時３０分～正午、午後１時３０
分～４時
　対 ・　定 パソコンの始め方と入力およ
び入門講座以外は文字入力のできる
方・各１０人
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を明記
し、下記へ（締切後でも受講可能な場
合があります。お問い合わせを）。
　問 西東京市シルバー人材センター（〒
２０２－００１３　中町１－６－８保谷東
分庁舎・札４２５－６６１１）

 公開セミナー「食の信頼と　　
フードコミュニケーション」

　時 ２月５日松午後１時～３時３０分
(開門：正午～午後１時）
　場 東大生態調和農学機構西東京キャン
パス（旧東大農場、緑町１－１－１）
　問 東大生態調和農学機構
（札４６３－３７３２）

■しごとセンター多摩の就業支援

①３０歳代対象
「正社員を目指す７日間のセミナー」
　時 ２月２日昌～１０日昭午前１０時～午
後５時(全７日間)／　定 １５人（選考あり）
　申 １月２４日捷までに下記へ。
②３４歳以下対象
「グッＪＯＢ！発見★フェア」
　時 １月２５日昇正午～午後４時
　内 ３４歳以下の求職者を対象としたセミ
ナーと、若者と企業の交流イベント
　定 ３０人（予約制・先着順）
③５５歳以上対象
「再就職活動のいろはセミナー～自
身の経験・スキルを活かそう！～」
　時 １月２６日昌午後１時３０分～４時３０
分
　定 ５０人（予約制・先着順）
　場 全て東京しごとセンター多摩
　問 ・　申 東京しごとセンター多摩
（札０４２ー３２９ー４５２４）

 成年後見制度１０周年記念・東京
三弁護士会主催イベント

　時 ２月５日松午後１時～４時３０分
　場 弁護士会館２階「クレオ」
（千代田区霞ヶ関１－１－３）
　内 講談師神田織音氏による講談、現
役弁護士による模擬相談、弁護士中
山二基子氏による講演（解説）
　￥ 無料（予約不要・先着順）
□主催　東京弁護士会・第一東京弁
護士会・第二東京弁護士会
□共催　東京都・東京都社会福祉協議会・
東京社会福祉士会・日本弁護士連合会
　問 第二東京弁護士会相談課
（札０３－３５８１－２２５０）

■下水道モニター募集

　内 モニターアンケートの回答、施設見
学会への参加
□資格　満２０歳以上（平成２３年４月
１日現在）の都内在住者で、　HP の閲
覧とＥメールの送受信ができる方
　締 ２月２８日捷
※詳細は下記　HP をご覧ください。
　HP http://www/gesui.metro.tokyo.jp/
　問 下水道局総務部広報サービス課
（札０３－５３２０－６６９３）
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