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18 歳成年！今後の課題
弁護士

平澤

■「成年年齢」が18歳に！

2018（平成30）年の国会で、民法の「成年年齢」

での情報商材購入など若者の消費者トラブルが後を
絶ちません。ところが、未成年者は「未成年者取消権」

を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が成立し

を使えば容易に被害回復ができます。そして事業者

ました。2022年4月1日から施行されます。明治以

はあとで未成年取消権を行使されるリスクを避ける

来140年も続き、既に社会に深く浸透した制度の大

ためにそもそも未成年者を勧誘しないのです。未成

変革ということになります。

年者取消権は消費者被害の予防について鉄壁の防

「成年年齢」は大人の年齢などと言われますが、「大
人」って何歳でしょうか。今までは20歳が「大人」
になる年齢とされて来ました。①選挙で投票、②お

波堤になってきたのです。

この未成年者取消権が18歳から使えなくなることが
最大の問題です。18歳成年ということは、高校3年

酒やタバコ、③競馬・競輪、④一人で高額な契約、

生の間に成年になり、高校卒業時は必ず成年です。

⑤親の保護（親権）から外れる、⑥少年法の対象

進学・就職・転居という人生の大きな節目に未成年

から外れる、これらは全て20歳からで、「成人式」

者取消権が無いのです。18歳、19歳の消費者被害

で祝福されて、「大人の仲間入り」でした。

の危険性が格段に高まることがとても心配です。

この「大人」の年齢が最近大きく動いています。①
は公職選挙法が改正され、既に18歳の若者も投票

■ 今後の課題

しています。そして、いま「民法の成年年齢」が18

この対策については、 消費者契約法を改正し判

歳に引き下がることになりました。これは、④と⑤の

断力不足につけ込まれた契約の取消制度を創設す

引下げを意味します。

ることなどが検討されていますが実現されていませ

一方、②や③は健康や健全育成の観点から、⑥は

ん。しかし、未成年者取消権に代わるような強力な

刑事事件の問題ということで、20歳のままです。成

法制度が是非とも必要です。

人式の運用も各地で議論されている状況です。

そして、消費者被害の多くは契約から生じるので、

このように「成年年齢」の引下げが決まったものの、

契約によって権利や義務が生じるという法的意味を

今までのように一律に18歳で「大人」とはなりませ

正しく理解し、若者に契約締結を慎重に行う意識を

んでした。そのことをまず知りましょう。

持たせる消費者教育も非常に重要です。

■「成年年齢引下げ」による一番の影響は?

また、被害に遭ったら一人で抱え込まずに消費生
活センター（消費者ホットライン188番）へ相談す

では、民法の「成年年齢」が18歳になると何が一

ることも大切です。被害を伝えることは、自身の被

番変わるのでしょうか。国民への最も大きな影響は、

害回復だけでなく、消費者一般の被害防止にもつ

「未成年者取消権」が18歳になると使えなくなるこ
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慎一

ながるからです。

とです。これは先ほどの④のことです。未成年者は

そして更に、そのような法的観点だけからではなく、

原則として保護者（親）の同意なしに一人で契約が

そもそも事業者はどうしてこういう勧誘をするのか、

できません。もし一人で契約をした場合は「未成年

なぜこのような広告をするのかと批判的視点を持ち、

者取消権」を使って契約を取り消せるのです。

消費者としての自覚を持って選択したり契約すること

この取消権は、20歳未満の若年者の消費者被害の

も重要なことです。そういう視点が被害防止にも結

救済と予防に絶大な効果を発揮してきました。若年

びつき、健全な社会の形成に役立ちます。

者は社会的経験や判断力が不足し、人間関係の影

このように若年者を保護する制度を作り、若者が安

響を受けやすいため、事業者はこのような若年者を

心して社会生活を送れるようにすることが、社会の

ターゲットに契約の勧誘をします。そのため、キャッ

責務であり、遅くとも2022年4月の施行日までの実

チセールス、マルチ商法、エステ、インターネット

現が必要だと考えます。

お金のセンスを身に付けよう
～未来につなぐ感覚とは～
NPO「子供のお金教育を考える会」代表

あんびる

えつこ

時々耳にする「お金のセンス」という言葉。 一体、どのようなことを指すのでしょうか。「センス」と

いう言葉を大辞林で調べてみると、「物事の微妙な感じや機微を感じとる能力・判断力。 感覚。」と書か
れています。センスという言葉の意味には、理性的な「判断力」と感性的な「感覚」が同居しているとい

うわけです。 私は今後、
「お金」との付き合いの中で、この理性的に考え、かつ感性的に行動するという「セ
ンス」を身に付けることが、ことさら重要になってくるのではないかと思っています。

というのも、 今まさにお金は電子化され、 現物として見えなくなろうとしています。 経済産業省は

2025年までにキャッシュレス決済率40％を目標にしており、将来的には80％を目指していくとしています。
消費者にとって、キャッシュレス決済は、現金に比べて支払いの手間がかからない、手元にお金がなくて
もその場で商品が購入できる、記録が残る…といったメリットがあります。 他方で、お金が減ったという
実感がわかず、過剰な消費につながる一面もあります。そこで問われてくるのが、「お金のセンス」では
ないかと思うのです。

実は、我が家の家計で使うお金は、すでに8割かたキャッシュレスです。カードと連携した「家計簿ア

プリ」で、それらのお金を管理しています。 一カ月のカード使用金額や、銀行の引き落とし口座に十分な

残高があるか…などが把握でき、とても便利です。 何より家計簿をつけなくても、いつ何を買ったのかな
どを記録できるところが気に入っています。しかし、現状ではオンタイムでの支出額の把握は困難。カー
ドの使用歴は各店舗の処理の時期にも依存しますから、使用した金額の把握に、どうしてもタイムラグが
生まれてしまうのです。また、目に見えて現金が減らないため、使う時に心の痛みが伴わないという心理
的な影響も大きく、たとえ後で使った詳細が把握できても“あとの祭り”ということになりかねません。

キャッシュレスでの家計管理をして、まず思うのは、きちんとした予算配分に基づく家計管理能力が求

められるということ。また、自分にとって「必要なもの」は何かを考え、「欲しいもの」を優先順位づけ、
買い物にブレーキをかける理性も、常に要求されます。そしてさらに、家計管理についての知識に基づい
てデータを検証し、改善していくといったプロセスを習慣化していくことも必要です。そうしたプロセスの
延長線上に、ようやくフィンテックを活用した上手な資産管理が見えてくるのではないかとも思います。

一方で、このような理性的な「判断力」に加え、支出額を感覚的に把握できる「感覚」を磨いていくことも、

消費の場面では重要になります。例えば、ベテラン主婦なら、スーパーで買い物カゴに次々と商品を入れて

いっても、そこに入っている商品の合計金額を、感覚的におおよそ推察することができるものです。そうした
「感覚」が、キャッシュレス決済において、とても重要です。 最初のうちは、買い物カゴをたびたびのぞい
て計算をする新米主婦のように、カードの使用明細を常にチェックしていくことが必要でしょう。それからや
がて、カードを使いすぎた時に、心にアラートが鳴るような感覚が身に付いてくるはずです。

キャッシュレスという新しい時代にあって、改めて、動物的ともいえる身体感覚が求められるとは、な

んとも面白いものではあります。
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18歳までに学ぶ 契約の知恵
2022 年 4 月 1 日から、
「成年（成人）」とする年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられることが決まりました。
「成年（成人）」になれば、契約は自分ひとりでできます。金融広報中央委員会（事務局 : 日本銀行情報サービス局）
では、今回新たに、パンフレット「18 歳までに学ぶ 契約の知恵」を発行しました。18 歳までに身につけたい
契約の知恵を幅広く紹介しています。学校における授業や地域での学習会などで、皆様、ぜひ御活用ください。

①成年（成人）と契約

未成年と成年で何が違うのか？

未成年者取消権

契約とは？
契約を守る、相手にも守ってもらう

なぜ、
「契約は守るべき」なのか？

②あなたを守ってくれる法律があります
契約の基本は、「常識」と「民法」です

契約をする前に、慎重に検討し、トラブルはあらかじめ防止するのが一番
特に消費者を守ってくれる法律があります
●

クーリング・オフ、中途解約など …「特定商取引法」

●

契約の取り消し、無効 …「消費者契約法」

●

勘違いでクリックしても大丈夫 …「電子契約法」

③トラブルにあったら

～気をつけていてもトラブルにあうことはあります～

消費者ホットライン 「１８８（いやや）」＝ 全国共通の電話番号

④まとめ

～チェックしましょう〈トラブルをさけるために重要な点です〉～
当パンフレット御希望の方は、当委員会事務局まで御連絡ください。
また、
ホームページでも御覧になれます。
http://www.shiruporuto.jp/public/document/container/seinen/

特殊詐欺の手口を知る
平成30年中の特殊詐欺被害状況
県内における平成30年中の特殊詐欺被害は、認知件数が237件、被害金額が約3億3,728万円であり、平成29年と
比較すると認知件数、被害金額ともに減少したものの、依然高水準で推移しており、その手口もますます巧妙化
しています。平成30年中に被害が多発したオレオレ詐欺と架空請求詐欺の手口を紹介しますので、その特徴を理
解していただき、被害に遭わないようにしましょう。
オレオレ詐欺
オレオレ詐欺の手口は、息子や孫を装い、「会社の重要な書類が入っている鞄をなくした。補填する必要がある。」
「結婚している女性を妊娠させたので示談金が必要だ。」などと、理由をつけて現金を騙し取るものです。最近では、
警察官や銀行協会職員等を装い、「詐欺グループから押収した名簿にあなたの名前が載っていた。」「キャッシュカー
ドが悪用されていて、すぐに新しいカードに取り替える必要があるので、古いキャッシュカードを回収します。」な
どと嘘をつきキャッシュカードを騙し取られる手口が増えています。
・家族間で、「電話ではお金をせがまない」等の約束事を決めましょう。
・他人にキャッシュカードの暗証番号を教えたり、キャッシュカードを渡したりしてはいけません。
架空請求詐欺
動画サイトを閲覧中に「登録完了」、「誤って登録された方はこちらまで連絡を」などという表示に騙され、犯人
に電話をかけてしまい「退会するにはお金がかかる」などと要求され被害に遭うケースや、突然「サイト料金が未
納です」などというメールが送られてきて、記載されていた電話番号に電話すると「有料サイト利用料金を払って
下さい。裁判になりますよ。」などと脅され被害に遭うケースが非常に多く、特に注意が必要です。お金の支払いに
ついては、犯人からコンビニエンスストアに誘導されて電子マネーを購入するように指示されたり、収納代行を利
用して被害に遭っています。
・身に覚えのない請求は詐欺を疑い、家族や警察に相談しましょう。
・「電子マネーで支払え」は詐欺 ! !
宮城県警察本部生活安全企画課
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キャッシュレス決済とは、現金を使わない決済のことです。日本ではキャッシュレス
化が進んでいるような感じがありますが、他の国と比較すると、実はかなり遅れていま
す。2016年時点の主要各国のキャッシュレス決済比率の多くは50%前後、特にお隣の韓
国では90%以上に達しています。それに対して、日本の決済比率は20%程度に留まって
おり、政府はこれを2027年までに40%程度へ倍増させることを目指しています。
では、どうして日本ではキャッシュレス化が進まないのでしょうか?それには、次
のようにいくつか理由が考えられます。①現金信仰が強いこと、②治安が良くて現
金を持っていても安心なこと、③ニセ札が少ないこと、④ATMが銀行やコンビニな
ど国内の隅々まで普及していること、⑤小売店側が負担する決済用端末の設置費用
や決済手数料が高いことなどです。
■ ■ 外国人旅行客（インバウンド）の増加
しかし、この状況をそのまま放置するわけにはいきません。日本政府観光局によ

キャッシュレス社会は
拡大するのか

■ ■ 日本はキャッシュレス化が遅れている

ると、2018年の訪日外国人旅行者（インバウンド）数は、3,119万人と、5年前の約3
倍に増加しています。2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2025年の大阪
万博の際には、更に多くの旅行客が訪れることでしょう。政府は、2020年に4,000万人、
2027年に6,000万人を目標にしています。
そして、その多くを占めるのが中国人旅行者です。中国国内では現金を持ち歩かず、店頭ではQRコー
ドによる決済が広く普及しています。ですから、インバウンド需要を取り込むには、さまざまな決済手段
に対応することが不可欠です。
■ ■ 消費税率10%への引き上げとポイント還元
そこで日本政府は、キャッシュレス決済の利用促進を図る施策を打ち出しました。今年の10月に消費税
率が10%に引き上げられることに伴い、景気対策とともに導入されるのが、キャッシュレス決済時にポイ
ントが還元される制度です。まだ正式に決定したものではありませんが、このポイント制度では購入金額
の2%または5%の還元を、増税後約9 ヶ月間実施する方針が打ち出されています。
■ ■ キャッシュレス決済にはどんな種類があるか
キャッシュレス決済は、大きく分けて、①カード決済（クレジット・プリペイド・デビット）、②電子
マネー（ICカード、スマホなど）、③コード決済（バーコード・QRコード）の3つに分類されます。クレジッ
トカードや電子マネーは、従来から使われていますが、最近急速に拡大しているのが、100億円キャンペー
ンなどで話題になったQRコード決済です。
■ ■ メリット・デメリットを理解する
キャッシュレス社会の拡大はわれわれの生活を便利にしてくれますが、
メリットばかりとは限りません。
現金のように目に見える形でお金が減るわけではないので、つい使い過ぎてしまうことには注意が必要で
す。また、事業者にとっては、キャッシュレス決済に登録されたデータによって、マーケティング分析を
行いたいという思惑があります。したがって、誰が、いつ、どこで何を買っているという情報がいつの間
にか収集されてしまっているということも理解しておかなければなりません。更に、大規模な災害の時に
は停電などで決済ができなくなる恐れもあります。そのため、災害など不測の事態に備えて、一定額の現
金は手元に残しておくことをお勧めします。
とはいえ、これからの時代、労働人口の減少や生産性向上の面からも、キャッシュレス社会はますます
拡大していくでしょう。上手に付き合っていくためには、子ども、学生、社会人、高齢者など、それぞれ
の世代に応じた金銭教育や金融リテラシーの向上が、これまで以上に必要になっていくことと思います。

日本ＦＰ協会宮城支部
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浜の幼稚園で取り組んだ「からくわたんけん」
気仙沼市立唐桑幼稚園 園長

畠山

雅宏

本園のある気仙沼市唐桑町は、気仙沼市の北東部（つまり、宮城県の北東の端）
に位置しています。東、南、西の三方を海で囲まれた半島であり、リアス式海岸
特有の、山が海岸まで迫っている地形のため、もともとの平地はほとんどありま
せん。地域を支える一番の産業は、豊かな海を活用した漁業であり、その中でも、
牡蠣、ワカメ、ホタテ等の養殖業が盛んです。
平成29・30年度の二年間、本園は宮城県金融広報委員会の委嘱を受け、「金銭
教育」に取り組んできました。当初は、「幼稚園児に対して金銭教育?」という戸
惑いがありましたが、本園がこれまで取り組んできたESD（持続可能な開発のた
めの教育）や海洋教育と関連させながら、「地域を誇りに思う気持ち」「地域の大
人に憧れる気持ち」を育むという、それらのねらいを発展させ、「人を大切にす
る幼児」や「ものを大切にする幼児」を育成することをねらいとした金銭教育を
展開してきました。
東日本大震災後、被災地の河岸線には津波を防ぐための防潮堤が建設され、海
の近くで生活していながら、海で遊んだり、海に親しんだりすることがなかなか
できなくなっているという現状があります。しかし、幸いにも、本園から徒歩
2 〜 3分で行ける場所に、安全に海と親しむことができる海岸が残っていました。
本園では、この場所を利用した「磯遊び」や、地域の方の協力を得ながら「漁協
見学」や「養殖場体験」などの活動を、「からくわたんけん」と名付け、計画的
に実施し、最後にはそれらの体験を、海産物を「生産する側」「流通させる側」「消
費する側」と役割を分担しながら行う「ごっこ遊び」に発展させました。年少児、
年中児、年長児で役割を交代しながら3回ほど実施しましたが、どの役割にも真
剣になりきり、「ごっこ遊び」を楽しんでいる様子が見られました。「人を大切に
する」「ものを大切にする」という本園の目指した金銭教育が、着実に成果を上
げていることを実感した園児たちの姿でした。

日銀：さくらレポート
日本銀行では、年４回開催される支店長会議の都度、全国各地域の経済指標の分析や企業等への
ヒアリング調査を通じて収集した情報を集約し、
「地域経済報告」、通称「さくらレポート」
として公表し
ています。
「さくらレポート」
と呼ぶゆえんは、表紙を「日本らしく和みやすい」
とされる淡いピンク色（さく
ら色）
を採用したことからきています。なお、米国の中央銀行（連邦準備制度理事会〈FRB〉）
が発行し
ている地区連銀経済報告も、
その表紙の色にちなんで「ベージュブック」
と呼称されています。
この「さくらレポート」の主な内容は、全国９地域の足もとの景気判断を総括するとともに、前回から
の判断の変化やその背景などを纏めています。また、その時々の金融経済情勢におけるタイムリーな
情報として、日本銀行の本支店・事務所による企業等へのヒアリングの際に聞かれた声をトピック単位
で整理しています。
日本銀行仙台支店では、東北地域に所在する日本銀行の各支店と連携しながら、調査担当者等が
東北地域の企業経営者等と面談し、景況感、需要動向、事業計画、先行きに対する見方などを収集・整
理することで、
「さくらレポート」における東北地域の景気判断などを行っています。
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「１日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」
「○万円が○億円
になる投資法」といったお金儲けのノウハウと称して、イン
ターネット等で取引される情報商材に関する相談が増加
しています。

♦︎情報商材の特徴
情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハ

ウ等と称して販売されている情報のことです。情報商材は PDF 形式などの電子媒体で取引されることが多く、
パソコンやスマートフォン等を使ってダウンロードや閲覧をすることができます。事業者によっては、動画や

メールマガジン、アプリケーションで配信したり、冊子や DVD 等に加工して契約者に送付する場合もあります。
情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフト

ウエア等を契約させられるケースもあり、契約書にもアフィリエイト※、ビジネスサポート、コンサルティング、
業務委託等の名称が用いられていることがあります。

※アフィリエイト…ホームページやブログに商品やサービスの広告記事を掲載して収入を得る仕組みの一種

♦︎副業に関する情報商材の相談事例

事例 1
安価な情報商材を購入し、さらに
高額な契約を勧められたが、約束
のサポートが無い。

事例２

事例 3

SNS をきっかけに情報商材を購入

求人サイトで「在宅で稼げる。 返

に儲からない。

ず返金も拒否された。

したが、内容が説明と異なるうえ

金保証」とあり契約したが、稼げ

♦︎投資に関する情報商材の相談事例

事例 4

事例 5

SNS で FX の情報商材を知り、セ

仮想通貨の儲け話に興味を持ち高

値な内容だった。

提供が無い。

ミナーに出かけ契約したが、無価

額 な 契 約をした が、 サ ービ スの

アド バ イ ス
▶︎
「簡単に儲かる」などの甘い言葉をうのみにしないでください。簡単に大金を得られることは通常あり得ません。

家族や友人に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。
▶︎

情報商材は購入するまでは内容を確かめることができないため、購入してみたら広告や説明と違っていたとい
うトラブルが絶えません。少しでも怪しいと思ったら、安易に事業者へ連絡しないでください。

▶︎「 お金がない」という断り方をすると、
「すぐに元が取れるから大丈夫」などと言われ、クレジットカードでの

高額決済や借金を勧められるケースがあります。断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。
▶︎

もし購入する場合には、必ず領収書を受け取り、支払った相手事業者
を特定できる情報を入手しましょう。

▶︎

不安に思ったり、トラブルになったときは、お住まいの地域の消費
生活相談窓口に相談してください。

宮城県消費生活センター
０２２－２６１－５１６１（相談専用）

消費者ホットライン
１８８（いやや！）
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込の受付

インターネット取引や「キャッチセールス」など、若年層をターゲットにした金融
トラブルが後を絶ちません。学生（生徒）が自立した消費者となるために必要な知
識や判断力を身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう、入学時に行うオリエ
ンテーションやキャリアガイダンス等に専門家を派遣します。
期 間
対 象
時 間
テーマ

４月～５月
大学、短期大学、専修学校、各種学校、高等学校など
６０分前後
「ひとり暮らしの生活費」
「カード社会の落とし穴」
「ネットに関する金融トラブル」
「金融トラブルに巻き込まれないために」
「多重債務に陥らないために」など

講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容や講座の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

★ 小中学校等を対象とした金銭教育授業・講演会への講師派遣の御案内

お金には、使う、貯める、稼ぐ、借りるなど、様々な側面があります。子どもたち
が、将来賢い消費者として自立した生活を送るために、ものやお金の大切さを学び、
働くことの意味について考える機会となるよう、小中学校やＰＴＡなどに専門家
を派遣します。
期 間
４月～
対 象
幼稚園、小学校、中学校、ＰＴＡ、公民館など
時 間
６０分～９０分
テーマ
「大事にするってどんなこと？」「『ためる』と『使う』」
「こづかい帳をつけてみよう」「お金と社会のかかわり」
「将来の夢とお金」「仕事とお金」「世界のお金・日本のお金」
「 ケータイ・インターネットに関するお金のトラブル」
「親子で向き合う金銭教育」など
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容やお申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

出かける前に必ず通る玄関には、 ふと目に留まって気持ちが静まり、 ひと呼吸おけるものを飾っています。
普段の生活で、 毎日使っている玄関ですが、 その言葉の由来はわからずにいました。 もともとは 「深いさとり （= 玄） に入るための
関門」 という意味の仏教語だそうです。 それが禅宗の発展に伴い、悟りを開く道場としての禅宗寺院の入口を指すようになり、次第に、
将軍屋敷などの車寄せや入口に近い客間、 家来が控えている部屋のある場所を、 寺院ではないけれど 「玄関」 と呼ぶようになりま
した。 さらに進んで、 武家の屋敷の入口にまで玄関が用いられるようになったのは江戸時代から。 同じころ、 名主の邸宅には必ず玄
関が備え付けられ、 玄関のある屋敷は 「名主の家」 という意味になったということです。 町内のもめ事があると、 多くは名主宅の玄
関で解決したといいますから、 庶民にとっては、 単なる屋敷の一部ではなく、 重要で神聖な場所であったのでしょう。 庶民の住宅に
玄関が作られるようになったのは明治以降。 その庶民の玄関も、 現代は当たり前すぎて気にも止めませんが、 ある意味、 内と外とを
切り替える大事な空間です。
玄関のしつらえは家によってさまざま。 靴箱や傘立てなどと合わせて、 季節の移ろいとともに、 自分が一番きれいだと感じるもの、
心が安らぐもの、 元気になるものを飾ってみてはどうでしょう。 四季折々の草花はもちろん、 お面や器、 ワインの瓶も面白い。
春は多くの人が社会に出て、 新しい生活をスタートさせる時季。 出かけるとき、 帰ってきたとき、 ちょっと工夫してハレ気分になるよう
な玄関だったら素敵です。
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