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※借金問題のご相談も受け付けています！※借金問題のご相談も受け付けています！
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※音声読み上げが必要な方はホームページをご覧下さい。※音声読み上げが必要な方はホームページをご覧下さい。

700MHz（メガヘルツ）利用推進協会からのお知らせ

　新たな携帯電話用周波数の利用開始に伴い、テレビ映
像に影響が出る可能性のある方に、アンテナ機器の調査
をさせて頂くため、お宅へお伺いする内容のチラシを配
布しています。調査・工事に際し、費用は一切かかりません。
なおこの調査を騙った詐欺行為等が発生しています。ご
不明な点がありましたら、以下のコールセンターにお問い
合わせ下さい。

「700MHzテレビ受信障害対策コールセンター」
0120-700-012　/　050-3786-0700（IP電話等）

（受付時間9時～22時）（年中無休）　　　　

消費者の選択で未来が変わる！消費者の選択で未来が変わる！
－循環型社会について考えてみませんか－
いま、循環型社会の実現が求められています

　私たちは、毎日の生活において、ごみを排出しています。
　しかし、ごみが多く排出され続けると、処理にかかる費用が多くなるだけでなく、
処理施設の確保がどんどん難しくなります。
　そのため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境
への負荷が少ない「循環型社会」を目指す必要があります。循環型社会の形
成を実現するために、「３Ｒ（スリーアール）」の取組を進めていくことが大
切です。
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Reduce（リデュース）：ごみになるものを減らす
Reuse（リユース）：繰り返し使う
Recycle（リサイクル）：資源として使う
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　携帯電話やパソコンなどの小型家電には、貴金属などの有用な資源が含まれており、それら
に含まれる資源の総量が海外の大鉱山にも匹敵することから、「都市鉱山」といわれています。
貴重な資源をリサイクルするため、広島市では、小型家電リサイクルを促進しています。

　東京2020組織委員会は、使用済小型家電から
リサイクル金属を抽出し、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックのメダルを製作するプロジ
ェクト「都市鉱山からつくる！みんなのメダル
プロジェクト」を実施しています。
　広島市でも、市内で開催されるイベントの会
場において、当プロジェクトに使用する小型家
電を回収しています。
　回収を実施するイベントな
ど、詳細は広島市HPをご覧くだ
さい。

循環型社会の形成をめざす取組 －小型家電リサイクルにご協力ください－

東京オリンピックでも循環型社会＜小型家電リサイクルの対象品目＞＜小型家電リサイクルの対象品目＞
一般家庭で使われる、電気・電池で動く製品が対象です。

＜回収ボックスによる回収がすすめられています＞＜回収ボックスによる回収がすすめられています＞

※　家電リサイクル法対象品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機）は対象外です。

市内12か所に設置されている回収ボックスでは、対象品目の
うち、縦15cm×横30cm×奥行40cmの投入口に入る小型
家電を回収してリサイクルしています。
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●設置場所 （平成29年12月現在）
　各区役所（８か所）、広島市立大学、ゆめタウン広島
　ゆめタウンみゆき、西村ジョイメガホームセンター八木店

この記事についての
お問い合わせは

広島市環境局
環境政策課

☎:082-504-2505
FAX:082-504-2229
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急増中！ 訪問買い取り（訪問購入）
　　　　　　　　に関するトラブルにご注意！
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あやしい勧誘電話 ! 様々な語り口で電話がかかってきます !あやしい勧誘電話! 様々な語り口で電話がかかってきます! 突然の訪問 ! 焦ってその場で即決しない !突然の訪問! 焦ってその場で即決しない!

還付金詐欺還付金詐欺

・「〇〇市役所です。医療費の過払いがあるのに、還
付の手続きがされていません。今からATMに行って
下さい」と電話があった。携帯電話で話しながら
ATMに向かい操作をしていると、「詐欺ではない
か」と銀行員に止められ、お金を払わずにすんだ。

・健康保険課の職員を名乗り、「保険料を払いすぎて
いる。封書が届いていないか」と電話があり、「覚
えがない」と伝えると、すぐに銀行に行って手続き
するよう言われた。指示されるままATMを操作した
ら、20万円支払ってしまっていた。

・「年金事務所です。一人暮らしなら年金が追加され
ます」と電話がかかってきた。本当の話ならいいが
怪しいと思い、正規の年金事務所に電話で確認した
ら「そのようなことはない」と言われた。
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ATMに向かい操作をしていると、「詐欺ではない
か」と銀行員に止められ、お金を払わずにすんだ。
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するよう言われた。指示されるままATMを操作した
ら、20万円支払ってしまっていた。

・「年金事務所です。一人暮らしなら年金が追加され
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ら「そのようなことはない」と言われた。

～公的機関の職員を名乗り、消費者からお金をだましとります～

「携帯電話を持ってATMに行くよ
うに」というのは詐欺です。
公的機関が電話でATMを操作させ
ることはありません。
また医療費などの還付
金をATMで返還する
ことはありません。

※ポイント※ポイント

劇場型勧誘劇場型勧誘
・「老人ホームの入居権があなたに当たったが、他の
困っている人に譲ってもよいか」と言われ、よくわ
からなかったが了承したところ、弁護士を名乗る人
から電話がかかり「名義貸しは違法だ。示談のため
に1,000万円を支払うよう」言われた。

・国民生活センターをかたり「あなたの個人情報が３
社に漏れている。Ａ協会に連絡するように」と言わ
れ心配になり電話した。すると「会社経営とボラン
ティアをしている人があなたの個人情報を消すため
の手数料1,000万円を立て替えている。支払うよう
に」と言われた。何のことかわからない。

・本市にあるデパート名をかたり、「クレジットカー
ドで30万円の洋服を買ったか」と連絡があった。確
かにそのデパートに行くことはある。「銀行協会の
人間がこれからカードを回収に行く」と言われ不審
に思ったので、電話を切った。
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～悪徳業者が複数の役回りを演じて、消費者からお金をだましとります～

公的機関や有名企業の名前をかた
り、個人情報の削除などを持ちか
け、最終的に弁護士や警察などを名
乗って様々な口実で金銭を要求し
てきます。おかしいな
と思ったらすぐに電話
を切りましょう。一度
お金を支払うと取り戻
すことは困難です。

※ポイント

不用品買取（訪問購入）不用品買取（訪問購入）

「洋服でも何でもいらないものは買い取
る」と女性から電話がかかり、それなら
と思って訪問を了承した。翌日男性が訪
ねてきて、「洋服だけでは困る。宝石や
ブランド品はないか」としつこく居座ら
れ、仕方なく形見の宝石を出した。
2,000円を置いていかれたが、商品を返
して欲しい。

～「いらないもの、何でも買い取ります！」って本当！？～

※ポイント※ポイント

訪問販売訪問販売

排水管清掃「排水管を２万円で清掃する」と業者が訪ねてきた。家も古く気になっていたので、お
願いした。「ついでに床下を無料で点検しましょう」と言われ見てもらったところ、「すぐに対処
が必要」と焦らされ、シロアリ駆除費用や床下換気扇の設置などで200万円の契約をしてしまっ
た。本当に必要な工事なのか疑問がある。クーリング・オフは可能か。
浄水器設置　新築マンションに引っ越してまもなく「給湯器のメンテナンスをする」と言って業者
が突然訪問してきた。「給湯器に水道水を入れるとカルキなどで給湯器が故障する。浄水器をつけ
たら故障もせず掃除もいらない」と言われ、契約した。給湯器のメーカーに確認したところ、「水
道水で故障しない。浄水器は必要ない」と言われた。だまされたので解約したい。
住宅リフォーム　業者が「この付近を回っている。外から見て屋根が気になったので伺った」と
やってきて、屋根にはしごをかけ写真を撮り、「屋根がいたんでいる。直した方がよい」と勧めら
れ、書面にサインした。

⇨「訪問販売」により契約した場合には、法定書面を受けとって
８日間以内であればクーリング・オフが可能です。現状が変
更されている場合は、元に戻してもらうことができます。ま
た消費者が契約締結の意思がないことを示した場合、その訪
問時に継続して、またその後改めて勧誘することが禁止（再
勧誘の禁止）されています。

～「無料で点検する」などと語り、様 な々契約をさせられます～

※ポイント※ポイント

※ポイント※ポイント

かたり商法かたり商法
・「〇〇消防署のほうの者ですが、防災グッズを無料配布しますので、個人情報と家族構成を教えて
もらえませんか」と家に訪問してきた。不審だ。

⇨消防署と言われてもすぐに信用せず、折り返し正規の消防署に確認するなどの対応をしましょう。
また個人情報は安易に教えないようにしましょう。

～消防署の職員などをかたり、消火器や火災警報器を売りつけます～
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不審に思ったらうのみにせず、警察や消費生活センターに相談しましょう。不審に思ったらうのみにせず、警察や消費生活センターに相談しましょう。 困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

⇨自宅に訪問して物品を買い取る「訪問購入」は、突然訪問し
て勧誘すること（いわゆる「飛び込み勧誘」）は出来ません。

⇨業者が前もって消費者に電話をし訪問した場合でも、事前
に承諾した商品以外の売却を求めることは出来ません。

⇨「訪問購入」は法定書面を受け取ってから８日間であれば
クーリング・オフが出来ます。早めに対応しましょう。


