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●インターネットでの旅行契約
●コインパーキングでの料金トラブル
●防ごう！家庭内での子どもの事故

消 費 者・生 活 者 が 主 役 と な る 社 会 へ
満員
御礼

平成30年1月25日開催

消費者教育講演会

教えて！ 本村弁護士
～行列のできない法律相談所！～
ほぼ満席のメセナひらかた多目的
ホール、およそ300名が参加され
ました。

伏見市長
と本村弁
護

士

去る1月25日、
「行列のできる法律相談所」
などでおなじみの弁護士・俳優の本村
健太郎さんをお招きして、平成29年度の消費者教育講演会を実施しました。軽快な
トークに乗せて、消費者問題だけでなく、愉快なエピソードも語っていただき、参加
された皆さんからは、大変好評でした。

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター
■相 談 受 付／午前9時30分～午後4時30分
〈土・日・祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２
‐
８４４
‐
２４３１
〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階
ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

（枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

申込む前に十分確認を！
！

インターネットでの ご注意！

旅行契約

インターネットの普及に伴い、旅行取引においてもオンライン取引の規模が年々拡大しています。店頭や
電話では申込み金を支払うことで契約成立となりますがインターネット等では契約の申込み▶クレジット
カード番号の通知▶申込みの承諾通知で契約が成立してしまうのでトラブルが多く発生しています。

相談事例
旅行会社のサイトで航空券を手配したが出発の2か月前にキャンセルすると取消料とキャンセル料が必
要と言われた
（手配旅行）
手配旅行では予約が取れると旅行会社との契約は終了し、航空会社の取消料のルールが適用されるので
2か月前でも取消料が発生する場合があります。
海外のサイトで海外のホテルを予約し翌日キャンセルした。
取消料をクレジットカードで決済したところ、
キャンセルしたはずの宿泊代金を請求された
海外のサイトは調査に時間がかかり返金に数か月かかることがあります。申込みの際のシステムエラーや
誤作動もあります。
メールのやり取りを保管しておきましょう。

オンライン旅行サイトの種類

＊OTA
（Online Travel Agent）
オンライン上で取引を行う旅行業者

①国内オンライン旅行取引事業者（国内OTA）のサイト
日本の旅行業法、
標準旅行業約款が適用されます。
（旅行事業者の運営するウェブサイト等）

②海外オンライン旅行取引事業者（海外OTA）のサイト
国外に拠点を置く事業者との契約。
日本の法令の適用はなく独自のルールを適用。

③場貸しサイト
①や②等の旅行業者の広告スペースを提供するサイト。契約は広告を出している会社と直接することに
なります。

④メタサーチ
複数の旅行サイトを検索できるサイト。検索結果により日本の旅行業者や海外OTA、
ホテルの直販サイト
等に誘導される仕組み。サイト毎に取引形態・旅行業登録の有無が異なるため、誰とどのような契約をす
るか確認することが大切です。
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近ごろ商 品 情 報

企画旅行と手配旅行の違い
契

契 約 区 分
旅 募集型
行 企画旅行契約

約

内

容

旅行会社が旅行内容を決定
パッケージツアー
（交通手段と宿泊）

契
約 受注型
企画旅行契約
の

旅行者の希望に応じて旅行計画
修学旅行等

会

社

の

責

任

旅程管理責任（重要な変更について）
旅程保証責任（安全で円滑な旅行を実施）
特別補償責任（不慮の事故によるケガや
荷物に関する補償）

種
類

手配旅行契約

旅行者の希望に応じて運送・宿泊 申込金の受理なしに契約は成立
機関の手配をする
予約を取ることで契約は終了

契約の前に確認しましょう！
！
①サイト運営事業者の基本情報
□ 事業者の名称
□ 事業者の住所
□ 代表者・責任者の氏名 □ 旅行業登録の有無

②サイト運営事業者の問合せ受付体制
□ 問合せ連絡先 □ 問合せ受付時間 □ 問合せ対応言語
Point! 日本語での対応が十分ではない可能性もあります。受付体制を事前に確認しましょう。

③旅行の契約条件
□ 契約当事者 □ 支払代金額・内訳
（運送・宿泊代金/手配旅行/消費税等）
□ 支払方法（先払い/現地払い） □ キャンセル条件 □ 利用規約・約款
Point! 「 利用規約・約款」の中に不都合な条項が入っていないか確認が必要です。
＊参考サイト
観光庁
『オンライン旅行取引の表示などに関するガイドライン』
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000234.html
政府広報オンライン
『ここを確認！旅行予約サイト選びのチェックポイント』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201511/1.html

気を付けよう！
※予約確認メール等は、
旅行が終わるまで保管しましょう。
※トラブルになったら消費生活センターに相談しましょう。
海外の事業者とのトラブルは国民生活センターの越境消費者センター
でもメール・FAXで相談を受け付けています。
（CCJ）
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コインパーキングでの料金トラブル
車で出かけた先で気軽に使えるコインパーキングですが、
様々なトラブルが発生しています。
今回はその中の『料金』
に関するトラブル事例を紹介します。

その前に…コインパーキングの主な種類
★ロック式／入庫すると駐車スペースごとに設置されたフラップ板が上がり車
を動かせないようにロックします。精算機で精算するとフラップ板
が下がり出庫が可能になります。
★ゲート式／入場・退場の各ゲートがあり、入場時に入場時刻を記録したチケッ
トが発行されます。退場時にチケットを精算機に通して精算して退
場します。

『40分200円・24時間最大500円』
と看板に書いてあるロック式コイン

事例 1

パーキングを利用した。2日間駐車して精算すると7,500円も請求され
た。
24時間500円なら、
2日間なら1,000円ではないのか。

▶このケースでは、看板に
『最大料金の適用は1回限り』
とわかりやすく表示
がありました。
よって24時間経過後は実際の駐車時間に応じた正規料金が
請求されます。
『1日最大1,500円』のゲート式コインパーキングを利用し
た。2時間程度利用して退場する際に駐車券を紛失したこと

事例 2

に気が付いた。管理会社に連絡すると
「場内の看板に書い
てあるとおり、紛失の場合は5,000円支払ってもらう」
と言
われた。
最大料金に比べて高額だ。

▶業者が規約に定めた紛失時の料金を請求されたケースです。駐車券を紛失すると入庫日時
を確認できず駐車料金の算定ができないため、正規の駐車料金よりある程度高額である場
合が少なくありません。
コインパーキングでは支払いをしなければ出庫できないため、請求された料金などに
疑問や不満があっても支払ってしまうケースが少なくありません。
トラブルに遭わないためにも利用前に表示をしっかり確認し、わからない点は管理者
（緊急連絡先など）
に問い合わせましょう。
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こちら 相 談 室

看板に書かれた内容をよく確認！
コインパーキングの場内には料金などの利用条件を書いた看板が設置されています。大きな文字だけで
なく、
内容をしっかり確認しましょう。
料金（特に
『最大料金』）
には適用される時間帯など、複雑な条件が定められているので
注意しましょう。

●『最大料金』の条件の例…入庫からいつまでの適用か
（『24時間』
『当日24時まで』
など）
適用の回数
（『1回限り』
『繰り返し適用』
など）
適用の期間
（『平日のみ・土日祝適用外』
など）

当日最大料金

《看板の例》
8：00～22：00

30分200円

22：00～8：00

30分100円

利用規約

1,000円

※

・・・・・
・・
・・
・・・・・
・・
・・
・・・・・
・・
・・

※入庫から当日24時まで。
以降は通常料金になります。 ・・・・・
・・
・・
○○コインパーキング

・・
・・
緊急連絡先XX-XXXX-XXXX ・・・・・

利用規約にも、利用できる車両の制限（車種・大きさなど）や利用できる時間の上限
（『48時間以上の駐車は禁止』
など）
といった、利用に際して重要なことが書かれています。
利用者に自覚がなくとも、
規約違反をすると高額な違約金を請求される可能性もあります。
細かい表示にも目を通しましょう。

非常に分かりにくい表示である場合や、法外な
違約金などを請求される場合があります。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
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防ごう！家庭内での子どもの事故
～身近にあるドラム式洗濯機や加熱式タバコでも、
子どもの事故が起きています～
子どもは身体の成長とともに活動範囲
が広がり、周りのものに広く興味をもつ
ようになりますが、その一方で、事故にあ
う危険性が高くなり、家庭内においても
多くの事故が発生しています。周囲の大
人が気をつける事で防げる事故も多くあ
ります。

1. ドラム式洗濯機に閉じ込められる事故にご注意！
ドラム式洗濯機に子どもが閉じ込められて死亡
2015年6月、東京の住宅で7歳の子どもがドラム式洗濯機に閉じ込められ、死亡するという事故が起きま
した。
この事故を受け、消費者庁でも当該事故について注意喚起を行っていましたが、2018年1月、大阪で5
歳の子どもが同様に閉じ込められて死亡するという事故がふたたび発生しました。
※2018年2月1日 子ども安全メールVol.387「ドラム式洗濯機に閉じ込められる事故に御注意！」
から
http://caa.go.jp/kodomo/mail/past/vol/20180201.php

注 意

ドラム式洗濯機は、ふたが前面にあり洗濯物の出し入れに
便利ですが、子どもが入れる高さにふたがあり、子どもが
自力で簡単に洗濯槽に入ることが出来ます。

注 意

最近の製品では閉まったふたを中から開けることが出来る
ものもありますが、開けることが出来ない製品も多く使用
されています。

事故を防ぐために
注 意

注 意
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子どもが洗濯槽に入ることが出来ないように、洗濯機を使っていないときも必ずふたを閉め、
ふたを
簡単に開けられないようにするチャイルドロック機能を利用しましょう。
チャイルドロック機能がない
場合は、
ふたが容易に開けられないように工夫をしましょう。
親の注意を理解できる年齢に達している子どもには、
ドラム式洗濯機の中に入ると息ができなくな
ることなどの危険性をよく説明しましょう。

こちら 情 報 箱

2. 乳幼児による加熱式タバコの誤飲にご注意！
置き場所や捨て場所に気を付けて！
最近、火を点けずに、
スティックやカプセル容器に入ったタバコ葉を電気的にヒーターで加熱して、発生させ
た蒸気を吸う、
「加熱式タバコ」が販売され、煙やにおい、
タールなどの吸入や空間への排出が少ないとされて
おり、利用者が増えています。
しかし、加熱式タバコのスティックやカプセル容器に入ったタバコ葉を誤飲した
という事故情報が医療機関から消費者庁に報告されており、その多くは1歳5カ月以下の乳幼児です。

事例 「加熱式タバコの葉の入っている部分全部を口
の中に入れていた。急いで取り出し、その後普通
にしていたが、1時間後あたりからぐったりし、
フ
ラフラしてきたので救急要請した。
（
」1歳）

事故を防ぐために
STOP

STOP

加熱式タバコの使用前の1本分の葉には、食べると中毒症状が現れるおそれのある量のニコチンが含
まれています。
タバコ葉が入ったスティック等を決して子どもの手の届く場所に置いてはいけません。
従来のタバコと異なり火の始末の必要が無いため、使用後のスティック等を直接ごみ箱へ捨ててし
まいがちですが、
子どもの手の届くところに廃棄するのは絶対にやめましょう。

万が一誤飲してしまったら
注 意

タバコ葉の入ったスティック等を誤飲した際は、口の中にタバコの葉が残っている場合はかき出しま
しょう。水や牛乳等を飲ませると、ニコチンが水分に溶け出し、体内に吸収されやすくなるため、何も
飲ませずに直ちに医療機関を受診しましょう。
※詳細はhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support124.htmｌ
（国民生活センター『加熱式タバコの
誤飲に注意 置き場所や捨て場所に気を付けて！』）、http://www.caa.go.jp/kodomo/mail/past/vol/20171122.php（消費
者庁子ども安全メールVol.377
『加熱式たばこの誤飲に注意を！』
）

《参考》子どもを事故から守る各種情報です。お役立てください。
★消費者庁
●子どもを事故から守る！プロジェクト
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/
●子ども安全メールfrom消費者庁
http://www.caa.go.jp/kodomo/mail/index.php
●消費者庁 子どもを事故から守る！公式ツイッター
（@caa_kodomo）
https://twitter.com/caa_kodomo

消費者庁子どもを事故から守る！プロジェクト
シンボルキャラクター『アブナイカモ』

★独立行政法人 国民生活センター
●子どもサポート情報 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※メールマガジン登録はhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mgtop.html
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ひとりで悩まず、お電話ください。相談は無料です!
◆枚方市立消費生活センター付近図

消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２
‐
８４４
‐
２４３１
◆受付時間 9時30分～16時30分

至京都

至大阪

枚方市駅

（土・日・祝日、年末年始除く）
ネット販売やキャッチセールスのトラブルなど、気軽に
ご相談ください。専門の相談員が、あなたと一緒に解決の
方法を考えます。対象は、枚方市在住、在職、在学の方で
す。なお、
メールでのご相談は受付していません。

東口
至私市

ビ近
ル畿
デ
ィ
ン
グ

平日16時30分～17時でお急ぎの方
大阪府消費生活センター（年末年始を除く）

サンプラザ
1号館

枚方
T-SITE

サンプラザ3号館
2階202号室

枚方市立
消費生活センター

電話 06-6616-0888
メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/
土・日の相談窓口

消費者問題の専門家が実施する週末電話相談があります。
（年末年始を除く10時～16時）
◆土曜日 ☎06-4790-8110 〈NACS
（ナックス）
・ウィークエンド・テレフォン〉
（公社）
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
◆日曜日 ☎06-6203-7650 〈JACAS
（ジェーカス）
日曜相談〉
（公社）
全国消費生活相談員協会

賢 い 消 費 者 を め ざ し て …
■講座を開催しています

■各種パンフレットなどを提供して
います

消費生活センターでは、安全安心で豊かな消費生活
を送っていただくために、今話題のテーマを取り上げる

国民生活センターや大阪府が発行している冊子のほ

など、消費生活セミナーや講演会を随時開催しています。

■くらしの赤信号（月刊）
やシグナル
（季刊）
を発行しています

か、悪質商法、食品表示、金融商品、住宅関連などの
パンフレットを配布提供しています。

■貸出します

消費生活に関する情報や相談事例などを盛り込んだ
情報紙です。

消費生活に関するビデオ・DVD の貸出しを行なって
います。

■講師を派遣しています
（出前講座）

■パソコンが使えます

消費生活について学習したいグループのために、相
談員を地域に派遣しています。

消費生活情報の検索ができます。ただし、文書作
成やメールの送受信はできません。

訪問勧誘お断りステッカーを配布中
悪質な訪問勧誘（訪問販売・買取・交換）はきっぱりと断
りましょう。訪問者に向け玄関先などに
（左側）
、電話応
対中（中央）
、訪問勧誘を断る際（右端）
、それぞれの場
所に貼り付けてご使用ください。
＊必要な方は、消費生活センターまたは市役所市民室・各支所・枚方市駅市民室サービスセンターでお受け取りください。

その契約、あやしいと思ったら！
枚方市立消費生活センター
ひらかた観光大使 くらわんこ
©枚方文化観光協会

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL＆FAX 072-844-2433 （枚方市駅東改札口を出て右に徒歩1分）

