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金融トラブル防止のための
2021年版



■　日本貸金業協会は貸金業の健全な発展に貢献します。
日本貸金業協会のシンボルマークは「譲葉（ゆずりは）」の花言葉“新生”をモチーフに図
案化したものです。
古い葉から新しい葉に生まれ変わり、上に向かって伸びていく様子を「Ｖ」の形で現したも
ので「今まで築き上げてきたものを大切にしながら新しく発展していく協会でありたい」と
いう思いをこめています。
この協会員の証であるシンボルマークが『安心・信頼の目印』としての役割を果たしています。

安心・信頼の目印
「ゆずり葉」

　はじめに
日本貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な
運営に資することを目的に、2007 年 12 月に内閣総理大臣の認可により、
貸金業界の自主規制機関として設立されました。
資金需要者の皆さまが安心してご利用いただける貸金市場の実現を目指
し、業界の健全化を推進する一方、金融ADR制度における指定紛争解決
機関として中立・公正な立場から紛争の解決を支援するとともに、多重債
務相談や金融トラブルに関する相談・苦情を受け付けております。
また、金融リテラシー向上のための啓発活動を通し、金融トラブル防止
や多重債務問題の再発防止にも取り組んでおります。
本冊子には、ローン・クレジットの仕組みや金融トラブルの事例、多重
債務問題、家計管理など、消費者の皆さまがより経済的に自立し、安心で
豊かな生活を送るための情報が掲載されております。皆さまの日々の暮ら
しの一助となれば幸いです。

2020 年 11 月
日本貸金業協会　　

　民法の成年年齢の引下げ（2022 年 4 月 1 日）に伴い、社会経験が乏しい 18・
19 歳をターゲットにした消費者被害の増加が懸念されております。日本貸金業協会は、
若年者に対する金融経済教育への取組みの一環として、高等学校、大学、専門学校な
どを対象とした出前講座を実施しております。ローンやクレジットに関する基礎的な
知識や金融トラブル全般の防止策を中心に、ご要望に応じたプログラムを作成いたし
ます。
　詳細につきましては、協会ホームページ（https://www.j-fsa.or.jp/）にてご案内し
ております。ご不明な点等がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先】
日本貸金業協会 業務企画部 消費者啓発課
℡ 03-5739-3013

出前講座の
詳細については
こちらから

教育関係者の皆さま、
日本貸金業協会の出前講座をご活用ください。



目次
金融トラブル防止のための
Ｑ&ＡBOOK

プロローグ　《ライフステージとお金について》	  4

金銭感覚編
お金ってナニ？	  6
お金と上手につきあうために必要なことは？	  8

ローン・クレジット編
契約と信用って何ですか？① 	 	10
契約と信用って何ですか？② 	 12
ローンとクレジットについて教えて？① 	 	14
ローンとクレジットについて教えて？② 	 	16
ローンやクレジットの審査について教えて？	 18
利息の意味と計算方法を教えて？	 	20

金融トラブル編
カードのトラブルや犯罪について教えて？	 	22
悪質業者の手口を教えて？①	 	24
悪質業者の手口を教えて？②	 	26
悪質業者の手口を教えて？③	 27
悪質業者の手口を教えて？④	 28
悪質商法の被害にあってしまったら？	 	30
多重債務とは？	 	32
多重債務に陥らないためには？	 	34
貸付自粛制度について教えて？	 	36

家計管理編
家計（金銭）管理について教えて？	 	38

Q.15

私たちと一緒に
お金について
学んでいきましょう。

専門学生
　Ａさん

大学生
　Ｂくん

アドバイザー

Q.1
Q.2

Q.3

Q.7
Q.6
Q.5
Q.4

Q.18

Q.11
Q.10

Q.8

Q.12
Q.13
Q.14

Q.16
Q.17

Q.9



《ライフステージとお金について》
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《ライフステージとお金について》《ライフステージとお金について》
ライフステージとは、人生の節目のことです。

ライフステージによって収入と支出は

変わっていきます。

マイホームの購入・子供
の進学など生活の変化と
ともに環境も変わります

40〜 50代

安定した老後・高齢期
の豊かな生活のために
備える必要があります

60代〜

20〜 30代
就職・結婚・子供の
誕生など生活が大き
く変わります

プロローグ



無計画なローンやクレジットの
利用で返済が困難になったり…

xxxxx@
xx.xx

未払料
金

訴訟最
終通告

絵画に興味
ありませんかぁ ?
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＜現代の生活と金融リテラシー＞
現代社会では、誰もが、さまざまなライフステージの各場面において、貯蓄や資産

運用、住宅ローンなどの借り入れ、保険加入など、お金との関わりを避けることはで
きません。

社会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくためには、金融リテラシー
( 金融に関する知識と判断力 ) を身に付けることが必要です。より安心で豊かな生
活を送るため、これから金融トラブル防止のための基礎知識を学んでいきましょう。

＜なぜ学ぶのか＞
トラブル防止のための知識が不足していると・・・

悪質業者にだまされたり… 悪質商法の被害にあったり…

こうした事態に
陥らないために、
金融トラブル防止の
ための知識を
身に付けましょう。

えーっ !! これじゃ
生活できないよ！
またどこかから
借りなきゃ…



Ｑ.1
お金ってナニ？お金ってナニ？
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お金ってナニ？お金ってナニ？
A. お金は、人が生きていくための手段です。
現代ではお金をまったく持たずに生活することは困難です。
しかし、お金はただ持っていればいいというものではありません。生活に必要な
ものやサービスに換えて初めて活かせるものです。
「お金がないと生きていけない」とは、「お金を使わなければ（消費しなければ）
生きていけない」ということでもあります。

Check!!Check!! お金の機能とは？

３．価値の蓄積・保存
お金は貯めておくことができ、土地や建物のような財産と
は違い、すぐに使える

１．価値の交換・支払いの手段
お金を使うことによって、生きていくために必要なものや
サービスが得られる

２．価値の尺度（ものさし）
お金はものやサービス、財産などの価値を決める共通のも
のさしである

金銭感覚編金銭感覚編
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金銭感覚編金銭感覚編

Q. 欲しいものがあります。でも、買うお金がない！あなたならどうしますか？

　　①少しずつ貯めて買う
高価なものを買う際には、働いて

得た収入やおこづかいの中から貯め
るという確実な方法があります。た
だし、今すぐ買うことはできません。

　　②親や友人に頼む
真っ先に親に頼んで買ってもらう

という選択を思い浮かべる人もいる
でしょう。友人に借りるという人も
いるかもしれません。しかし、借金
が原因でトラブルになることもあり
ます。

　　④買わない
どんなに欲しくても、お金がない、

借金をしたくない場合等は、あきら
めることも立派な選択肢です。

あなたはどのように考えましたか？

クレジットカードを使う、金融機
関から借りる、という選択もありま
す。

ただし、確実に返済ができるかど
うかや、借金をしてまで買わなけれ
ばならないものかどうかと冷静に考
える必要があるでしょう。

　　③クレジット、ローンを利用する

A.

A.

A.

A.



返せ
ないなら
絶交だ !!

督促状

請求書

Ｑ.2
お金と上手につきあうために必要なことは？
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お金と上手につきあうために必要なことは？お金と上手につきあうために必要なことは？
お金の使い方を誤ると……

生活苦 友人とのトラブル 多重債務

A. セルフコントロールが必要です。
セルフコントロールとは、自己統制力のことです。
家賃や食費、学費など、人には生きていく上でどうしてもか
かってしまうお金があります（needs）。
また、趣味や交際など、社会生活を営み、楽しんだり満足し
たいという欲求もあります（wants）。
支払能力（solvency）が十分あれば問題ありませんが、そう
ではないことが多いのが現実です。
そこで、「欲しいもの」と「必要なもの」を区別し、自分の「支

払能力」という条件を加味して、消費に優先順位
をつけ、自己をコントロールしていく
必要があります。
最近買ったものや、身の回りにあるものを見てみましょう。
衝動買いをして、まったく使っていないものはありませんか？
自分の現状を知ることが、セルフコントロールの第一歩です。

大変なことに……



かわいい！
分割で買っちゃ

おうかなー

あると
便利ですよ

うーん、
どーしよう…

お似合い
ですよ つき合えよー

ごめん !
また今度

Check!!Check!!
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金銭感覚編金銭感覚編

A. ソーシャル・スキル（社会適応能力）が必要です。
①意志決定力

③情動（衝動買い）への対処

②対人関係スキル

正しい金銭感覚を養うために……チェックしよう。

収入と支出のバランスがとれていますか？

家計簿などをつけて、家計管理をしていますか？

収入や貯蓄を把握し、お金を使うべきかどうか、セルフコントロールが
できていますか？

計画的にお金を使う習慣をつけていますか？

ソーシャル・スキルとは、日常生活の
中で出会うさまざまな問題や課題に対
応できる能力のことです。
①お金の使い方を決める「意志決定力」
②友人からの誘いや頼まれごとに対し
“No”と言える「対人関係スキル」
③感情をコントロールする
「情動（衝動買い）への対処」
などが必要です。



Ｑ.3
契約と信用って何ですか？①契約と信用って何ですか？①
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契約と信用って何ですか？①契約と信用って何ですか？①

①契約とは当事者間の合意によって成立し、法律上強制力のある約束のことです。
②口約束も立派な契約です。消費者がものを「買いたい」と言い（申し込み）、
販売者が「売りましょう」と言った（承諾した）ときから契約は始まっています。

③コンビニでの買い物も契約です。

ローン・クレジット編ローン・クレジット編

これください。

A.
そもそも、ものを買うことは「契約」です。

ありがとう
ございます。
1,000 円
いただきます。
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ローン・クレジット編ローン・クレジット編

A. 契約を守ることが「信用」です。
たとえば成人式の着物、図書館の本、友達同士でものを貸し借りするなど、私
たちは普段の生活の中でさまざまな貸し借りをしています。
「借りたものは返す」という大前提があり、借りた人がきちんと返してくれると
思うから貸す側は安心して貸すことができます。
　これは相手に対して「必ず返してくれる」という「信用」があるということで
す。借りたものは返すという行為は、借りるときに決めた「いつまでに返す」と
いう契約（約束）を果たすことです。
　これは「もの」だけではなく「お金」に関しても言えることです。

面接だから
スーツ
貸して

いいよ

成人式の着物

図書館の本

友人同士の貸し借り

「信用」は大切な財産

ローンやクレジットも、契約と信用により成り立っています。信用がなければ、
ローンやクレジットを契約することはできません。ローンやクレジットを契約す
るときは、申込者が「確実に返済できる人物である」という信用が、判断する基
準となります。したがって、信用は大切な財産でもあるのです。

お金



消費者信用とは？

Check!!Check!!

消
費
者
信
用

販
売
信
用

消
費
者
金
融

Ｑ.4
契約と信用って何ですか？②契約と信用って何ですか？②契約と信用って何ですか？②契約と信用って何ですか？②

12

消費者の「信用」に基づいて供与されるサービスのことを「消費者信用」と言
います。
この消費者信用は、商品やサービスを受け取った後でお金を支払う「販売信

用」とキャッシングなど直接金銭を貸し付ける「消費者金融」の２つに大き
く分けられます。
また、販売信用には、「割賦方式（分割払い方式）」と「非割賦方式（一括払い方式）」

があり、その契約方法には、取引ごとに契約を結ぶ「個品方式」と、包括的な契
約を結びカードを発行する「カード方式（総合方式）」があります。

消費者信用の内容

⑴ 消費者ローン（無担保）＊４

⑵担保貸付など

⑴ 割賦方式（分割払い方式）

① 割賦販売＊１

② 信用購入あっせん＊２

③ ローン提携あっせん＊ 3

⑵ 非割賦方式（一括払い方式）

① 非割賦販売
② 非割賦購入あっせん

な
る
ほ
ど

そ
う
よ
ね

…
…

お
互
い

信
用
が
な
い
と

取
引
で
き
な
い

よ
ね

信
用
か

…
…



販売信用・消費者金融の用語
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ローン・クレジット編ローン・クレジット編

＊１……割賦販売

　購入者が商品等の代金を分割（２ヵ月以上かつ３回以上）で後払いすることを
「割賦販売」といいます。

＊２……信用購入あっせん

　購入者に代わり、クレジット会社が販売会社に商品等の代金を支払い、後日、
購入者が代金を２カ月以上の後払いでクレジット会社に支払うことを「信用購
入あっせん」といいます。

＊３……ローン提携あっせん

　購入者が商品等の代金を金融機関から借り入れ、分割して返済することを条件
に、販売会社が支払いを保証することを「ローン提携あっせん」といいます。

＊４……担保

　お金を借りる人（債務者）が、万が一そのお金を返せなくなったときに備えて、
お金を貸す人（債権者）があらかじめ返済の保証として取るもののことを「担
保」といいます。担保には、物的担保（土地、建物、自動車、貴金属、絵画な
ど）と人的担保（保証人、連帯保証人＊５）があります。これらの保証を取ら
ないことを「無担保」といいます。

＊５……保証人

　主たる債務者が債務履行しない場合に、その者にかわって履行すべき債務（保
証債務）を負う者をいいます。連帯保証人には、主たる債務者と同等の責任が
生じます。また、雇用契約において、会社に雇われた者（被用者）が、会社に
損害を与え、その損害賠償債務を第三者（身元保証人）が保証することをも含
めて「保証人」といいます。（民法 446 条から引用）



Ｑ.5
ローンとクレジットについて教えて？①ローンとクレジットについて教えて？①
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A. ローンは金融機関から直接お金を借りることで、消費者と金融機関の二者間契約になります。

①借り入れの申し込み
③返済

②
信用調査
貸付

消費者
カード会社
消費者金融
など

金融機関

ローンとクレジットについて教えて？①ローンとクレジットについて教えて？①

①消費者は金融機関に借り入れの申し込みをします。
②金融機関は信用調査をして消費者にお金を貸し付けます。
③消費者は契約に従い、利息とともに金融機関に返済します。
＊ローンとは、「お金を貸す」という意味を表す言葉です。

お金は無制限に借りられません。
返済能力を超えた借り入れを防ぐため、貸金業法では「総量規制」が定められ
ています。「総量規制」とは、借入残高が年収の3分の 1を超える場合（住宅ロー
ンなどを除く）、新規の借り入れはできないという規定です。この規定に基づき、
借り入れの際は、「年収を証明する書類」が必要となる場合があります。

＊借りたお金の上限金利については、20ページ参照
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ローン・クレジット編ローン・クレジット編

A. クレジットはショッピングなどの代金をカード会社に立て替えてもらうことで、消費者、カー
ド会社、販売店の三者間契約になります。

①消費者はカード会社と
契約して作ったクレジッ
トカードを買い物の際に
提示します。

② 販 売 店 か ら 商 品 や
サービスが提供されま
す。

③カード会社が代金を
立て替え、販売店に支
払います。

④消費者が契約に従い
代金（と手数料）をカー
ド会社に支払います。

③立替払い

信用調査依頼

消費者

販売店カード会社

④支払い

信用調査 　商品②
サービス

①
カード提示

　サイン

＊クレジットとは､
｢信用｣を表す言葉です。

クレジットも「借金」です。重要!!

あれもこれも
欲しい！

えーいクレジットで
買っちゃえ！

　忘れてはならないのは、ローンもクレジットも「借金」であるということです。
借りたお金は将来の収入から返さなければなりません。つまり、未来の自分自身
から借金をすることと同じです。借金
の返済によって将来の生活が制約を受
ける可能性があります。しかも、もの
を借りるのと違い、お金は使ったらな
くなってしまいます。
　お金に困って借りたら、返済するこ
とはもっとむずかしくなります。衝動買
いや無計画な借り入れは多重債務（32
ページ参照）の原因になりかねません
ので、計画的な利用を心がけましょう。



Ｑ.6
ローンとクレジットについて教えて？②
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A. ローン・クレジットの支払方式を理解しよう。
ローンとクレジットについて教えて？②ローンとクレジットについて教えて？②

●元利均等払い
　毎月の支払う元金部分と利息部分の合計額が一定となる方式です。
●元金均等払い
　毎月の元金部分の返済額が一定で、そこに利息を上乗せして支払う方式です。

●１回払い
　商品の代金を翌月または翌々月に一括で支払う方式です。金利・手数料は不要です。
●２回払い
　商品等の代金を2回に分割して支払う方式です。金利・手数料が不要であることが一

般的です。
●ボーナス一括払い
　商品等の代金を夏または冬のボーナス月に一括で支払いをする方式です。一般に金

利・手数料は不要です。
●分割払い
　　3回以上の回数を指定し、商品等の代金を分割して毎月支払いする方式です。2回

払いとは違い、実質年率18％以内の分割払い手数料がかかるのが通例です。
●リボルビング払い
　リボ払いと略して呼ばれます。毎月の利用金額によらず、ある一定の金額を毎月支払

う方式です。これには主に次の3つの方式があります。いずれの方式でもリボ払い手
数料がかかります。

①定額方式……利用金額や件数にかかわ
らずに毎月一定額を支払う方式です。
リボ払い手数料がかかります。

②定率方式……毎月、借入残高を確定し、
その残高（または利息を加えた額）に
対して指定した割合（定率）で支払う方
式です。リボ払い手数料がかかります。

③残高スライド方式……借入残高に応じ
て毎月の支払い金額を変動させて支払
う方式です。リボ払い手数料がかかり
ます。

ローンの主な支払方式

クレジットの主な支払方法

リボルビング払いは何にいくら使ったのか把握し
づらくなりますので、借入残高に注意しましょう。

先々月

先月

先週

あれ？どれがどの
買い物（借金）
の残高だっけ？



Check!!Check!!ローンとクレジットについて教えて？②
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＜リボルビングシステムの特徴＞
●あらかじめ契約で決められた限度額内であれば、くり返し借り入れができる。
●契約で決められた毎月の最低返済額以上であれば、お金に余裕があれば好きなだけ返

せる「自由返済」ができる。
＜リボルビングシステムの注意点＞
●たとえば、１万円借りても 10 万円借りても月々の返済額が同じシステムの場合、多

めに借りても返済額が増えないことに慣れてしまうと、必要以上のキャッシングをし
てしまって多重債務に陥りやすい。

●限度額いっぱいまで借りて、返済をきちんとしていると、
また新たな借り入れ枠ができてしまう。枠ができたので、
また借りることをくり返していると雪だるま式に借金が
増えて、返済がなかなか終わらず、借金の残高がわから
なくなる。

●借金をしている実感がわきにくいので、「借りたお金」と
いう意識を強く持つこと。

●追加の借り入れをするときは、収支を必ず確認し、無理
のない返済計画を立てること。

スマートフォンの分割払いもクレジット契約です。
スマートフォンなどの携帯電話の端末を分割払い（クレジッ
ト）契約で購入

した場合、月々の料金は通信料だ
けでなく、端末の分割代金も含ま
れています。そのため、月々の料
金を滞納すると、指定信用情報機
関（18ページ参照）に延滞情報が
登録され、将来クレジットカード
が作れなくなったり、ローンが組
めなくなったりするおそれがあり
ます。月々の支払額をよく確認し
て契約しましょう。

＋
スマホ代

通信料

スマホの料金を滞納して
いたらローンが組めなかった…！
そうか！端末の分割払いは
　　　　　クレジット契約
　　　　　　だったのか…

注意!!

ローンにおけるリボルビング払いの仕組みについて

あれ…
いくら借りて
たっけ？



Ｑ.Ｑ.7
ローンやクレジットの審査について教えて？
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指定信用情報機関とは？

指定信用情報機関制度のもと、
個人信用情報の提供などを行う法人

指定信用情報機関

（株）日本信用情報機構
（JICC）

（株）シー・アイ・シー
（CIC）

個人信用情報の
交流

金融機関 金融機関

加入　　　　　　情報提供加入　　　　　　情報提供

＊両方の指定信用情報機関に加入しているケースもあります。

ローンやクレジットの審査について教えて？ローンやクレジットの審査について教えて？

A. ローンやクレジットを利用する場合、金融機関は申込者に対して次のことを行うことが義務づ
けられています。

①指定信用情報機関を利用し
て申込者の返済能力を調査
すること

②申込者と契約した場合はそ
の内容を個人信用情報機関
に登録すること

③申込者から個人信用情報機
関の利用・登録に関する同
意を得ること

④申込者から取得した情報の
目的外利用は行わないこと

貸金業法（ローンの場合）と割賦販売法（クレジットの場合）では、ローン・
クレジットに関する情報を取り扱う個人信用情報機関として、国の指定を受けた
「指定信用情報機関」の利用を定めています。現在、（株）日本信用情報機
構（JICC）と（株）シー・アイ・シー（CIC）が指定されています。

信用供与

契約の申し込み契約の申し込み 信用情報機関への
照会・登録同意

申込者申込者 金融機関金融機関

指定信用指定信用
情報機関情報機関

信用情報の信用情報の
確認確認

信用情報の信用情報の
提供提供

信用情報の信用情報の
開示開示

信用情報の登録信用情報の登録
信用情報の照会信用情報の照会



ローンやクレジットの審査について教えて？
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ローン・クレジット編ローン・クレジット編

残高
不足
残高
不足

延滞情報
延滞情報

異動参考情報＊

異動参考情報＊

指定信用情報機関に登録される個人信用情報は、主に次の３つの情報です。

登録される個人信用情報とは？

① 個人を特定する情報

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、本人確認情報（公的資料番号）など

② 取引に関する情報

契約の種類、契約日、契約金額、借入日、借入額、入金日、借入残高、入金
予定日、完済日など
※契約内容がローンかクレジットかによって登録情報項目の一部に違いがあります

③ 取引から発生する情報

入金予定日を過ぎても入金がない場合の情報（延滞情報）、延滞状況が解消
した場合の情報、契約で定められた返済方法以外の債務を解消する措置がと
られた場合の情報（債務整理、債権回収、破産、代位弁済など）など

個人信用情報は、情報の種類によって登録期間が定められ、一定期間を過ぎた
ものは自動的に抹消されます。ただし、延滞情報は、延滞状況が続いている限り
抹消されません。また、契約内容や返済状況に関係のない情報（個人の思想、信
条、家族構成、趣味など）は一切含まれていません。
情報を登録された個人は、自己の内容について開示を受ける権利があり、その
内容が間違っている場合には、調査の上訂正、削除をすることができます。
また、運転免許証や健康保険証などの紛失・盗難にあった場合、第三者による
悪用を防止するため、紛失・盗難の旨を本人申告情報として指定信用情報機関に
登録することができます。（手続きの方法については、各情報機関にお問い合わ
せください。）

名前名前

パスポートなど

パスポートなど
電話番号
電話番号

生年月日
生年月日

住所住所

勤務先勤務先
免許証

か
免許証

か

①個人を特定する情報 ②取引に関する情報 ③取引から発生する情報

クレジット会社クレジット会社
◯◯◯カード◯◯◯カード
支　払：10回払い支　払：10回払い
　　　　10月１日開始〜　　　　10月１日開始〜
金　額：◯◯,◯◯◯円金　額：◯◯,◯◯◯円

クレジット会社
◯◯◯カード
支　払：10回払い
　　　　10月１日開始〜
金　額：◯◯,◯◯◯円



Ｑ.8
利息の意味と計算方法を教えて？
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A. 借りたお金には「利息」がかかる。

A. 利息の額を決めるのが「金利」

借りたお金は「元金（借りた金額）」だけを返せばいいのではなく、利息をプラ
スして返さなければなりません。利息とは借り手が貸し手に一定の割合で支払う
「金額」のことで、借りたお金に対する「対価」なのです。

貸したり借りたりしたお金に対する利息発生の割合のことを金利といいます。消費者
金融では、金利は「１年間借りた場合に元金（借りた金額）に対してかかる割合（＝実
質年率）」として表示されます。
消費者金融などでは、どれくらいの利息がかかるのかがわ
かるように実質年率を表示することが義務づけられています。
契約書に実質年率が表示されていることを確認し、契約書
の写しを必ず受け取り、保管しておきましょう。

利息の意味と計算方法を教えて？利息の意味と計算方法を教えて？

返済する金額は

元金
（借りた金額）

利息

+

えーっと…
利息って
何ですか？

あなたが借りたお金は借りた
日数分の支払い（対価）
がかかってくるんだよ。

金利には上限があります。重要!!
利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、民事上無効で

行政処分の対象となります。金利の上限は、次のとおり貸付額に応じ
て異なります。
貸付額が１０万円未満の場合　　　　　　　　年２０％
貸付額が１０万円以上１００万円未満の場合　年１８％
貸付額が１００万円以上の場合　　　　　　　年１５％
お金を借りるときは、必ず利率を確認しましょう。

元金 利息



Check!!Check!!
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Check!!Check!! 月々の返済額が少ないと、返済総額が多くなる！

利息の計算方法

利息＝元金
（残高） × 実質年率 × △日━━━365日

消費者金融の場合、利息は「日割り」で計算されます。たとえば１カ月（30日）

お金を借りたとすると、30日分の利息がかかります。

【例】10万円（元金）を実質年率 18.00％で１カ月（30日）借りた場合の利息は、

10万円×18.00％÷365日×30日＝1,479円
となります。返済総額は、借りた金額（元金）＋利息の10万 1,479円です。

10 万9,018円毎月１万円ずつ返済
11 回で全額返済できる。
ただし最終月の支払額は
9,018 円を返済。

＊
借
り
入
れ
を
す
る
月
日
に
よ
っ
て
多
少
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

10 万円の借入で、毎月 1万円を支払う場合（実質年率 18％）
支払
回数 借入額 利用

日数
年率
％ 支払額 内訳 残元金元金 利息

100,000 100,000
1 30 18 10,000 8,521 1,479 91,479
2 30 18 10,000 8,647 1,353 82,832
3 30 18 10,000 8,775 1,225 74,057
4 30 18 10,000 8,905 1,095 65,152
5 30 18 10,000 9,037 963 56,115
6 30 18 10,000 9,170 830 46,945
7 30 18 10,000 9,306 694 37,639
8 30 18 10,000 9,444 556 28,195
9 30 18 10,000 9,583 417 18,612
10 30 18 10,000 9,725 275 8,887
11 30 18 9,018 8,887 131 0

109,018 100,000 9,018

10 万1,479円１カ月（30日）後に一括返済 元金全額 10万円＋
利息 1,479 円を返済。

たとえば10万円を実質年率18.00％で借りたとき… 返済総額

返
済
総
額
は
こ
ん
な
に
違
う
！

返済額は、まず利息にあてられます。だから、
返済額が少ないと、元金はなかなか減りません。
自分では毎月キチンと返済しているつもりでも、返済額が少ないと元金があま
り減っていないこともあります。元金の残高を忘れずにチェックしましょう。

元金は
どのくらい
減ったかな？



限度額まで
キャッシング

Ｑ.9
カードのトラブルや犯罪について教えて？
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A. ここでは外部要因によるトラブルを見ていきましょう。

ロ−ンやクレジットカードに関わるトラブルの要因は次の２つに分けられます。

●自分の問題による場合（内部要因）
　自己管理の問題が原因で起こるケース。たとえばカードの使い過ぎで返済でき
　なくなる。　
●他者からの影響による場合（外部要因）
　悪質業者によって被害や犯罪に巻き込まれるケース。

カードのトラブルや犯罪について教えて？カードのトラブルや犯罪について教えて？

紛失や盗難
カードを偽造・不正利用されます。

スキミング
カードの裏面にある磁気テープに
記録されている情報（会員番号な
ど）を、カード情報読み取り装置
（スキマー）で盗み取る行為です。

金融トラブル編金融トラブル編



不正使用防止のため
カード番号、有効期限、

暗証番号を
登録してください

大変だ！
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フィッシング詐欺
クレジットカード会社などを装い、
「不正使用防止のため、お客様のク
レジットカード番号、有効期限、暗
証番号を登録してください」という
ような内容のメールを送りつけ、個
人情報を不正に取得し、詐欺行為を
働きます。

被害にあわないために…

＜カードの暗証番号はわかりやすい数字にしない＞
生年月日や電話番号などは不正に利用される可能性が高くなります。免許証や

保険証が入った財布ごと紛失するケースが多いためです。
＜クレジットカードの利用の控えや明細書を保管する＞

トラブルが起こったときの証拠となる利用伝票や明細書は大切に保管してくだ
さい。
＜カード番号や暗証番号などを安易に教えない・送信しない＞

インターネットや携帯などで個人情報やカードの情報などを聞き出すような
メールが届いても、安易に送信しないでください。
＜明細書はすぐに確認し、不審な点は連絡する＞

クレジットカード会社から送られてくる利用明細書と利用の控えを照合し、誤
りがないか確認してください。身に覚えのない請求書があるなど不審な点がある
場合は、クレジット会社に連絡してください。
＜トラブルに気づいたら、すぐ相談＞

カードの盗難・紛失に気づいたら、すぐに警察とクレジットカード会社に届出
てください。また、「おかしい」と思うことは消費生活センターなどの相談機関
に相談してください。（＊裏表紙「困ったときの相談先」参照）

重要!!



Ｑ.10
悪質業者の手口を教えて？①悪質業者の手口を教えて？①
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A. 違法な金利で貸付けするヤミ金融
悪質業者の手口を教えて？①悪質業者の手口を教えて？①

「ヤミ金融」には絶対に接触しないで !!

｢ヤミ金融」とは、貸金業登録を受けずに貸金
業を行い、違法な金利で融資し、悪質な取り立てを行う
者のことをいいます。
返済が遅れた時の取り立てのために、借りた本人の住

所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先
を聞いてきます。
少しでも返済が遅れると、あらかじめ聞いておいた連

絡先に脅迫まがいの電話をかけるなど厳しい取り立てを
行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わ
せます。
お金を借りるときは、相手が貸金業法に基づき、国（財務局）または都道府県の

登録を受けているかどうか必ず確認しましょう。登録業者かどうかは、日本貸金業
協会の「貸金業相談・紛争解決センター（0570-051-051）」で確認できます。

　インターネット広告などで勧誘する給料の買い取りをうたった「給与ファクタ
リング」を巡って、高額な手数料を要求
されたり、執拗な取り立てを受けたりと
いった被害が多発しています。
　個人の給料を買い取って金銭を交付し、
個人を通じて資金を回収する方法を取る
行為には、貸金業登録が必要ですので、
無登録でこうした業を営む者はヤミ金融
です。

お給料日前のピンチは

給与ファクタリングで解決‼
お給料日前のピンチは

給与ファクタリングで解決‼
お給料の「前借り」感覚で
お気軽にご利用ください !
即日現金化可能です‼

お給料の「前借り」感覚で
お気軽にご利用ください !
即日現金化可能です‼

借金ではありません

秘密厳守

自己破産・
ブラックの方もOK

即日現金化

ヤミ金融の被害者はこんな人
次のような理由から、銀行や貸金業者などの金融機関から融資を受けられない人が主に被害にあっています。
・個人信用情報機関に延滞情報が登録されている
・収入がない、または少ない（個人事業者、専業主婦（夫）、高齢者、学生など）
・多重債務に陥っている  など

お待たせしません！

どなたにでも

★来店不要！
★手続き簡単！

090-XXXX-XXXX

即日融資
ブラックOK

ファクタリングを装ったヤミ金融に要注意 !



25
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　SNSや掲示板サイトなどでの投稿や書き込みを通じて見
知らぬ人同士が金銭の貸し借りをする「個人間融資」で、次
のようなトラブルが発生しています。

　相手に教えた個人情報が悪用され、さらなる犯罪被害やト
ラブルに巻き込まれることもあります。

●高額な利息の支払いを求められ返済が困難になった
●融資の条件として性的な要求をされた
●返済が困難になると暴力をちらつかせて脅された
●先に保証金を振り込んだら連絡が取れなくなった

まず保証金を
振り込んで
ください

お金貸して！

SNS などを利用した「個人間融資」もキケンです !

#個人間融資
#個人融資
#お金貸します

「個人間融資」もヤミ金融です !
個人間融資であっても、反復継続する意思をもって貸し
付けを行う場合は、貸金業の登録を受けなければなりませ

ん。貸金業の登録を受けずに貸付けの勧誘を行うことも、貸金業法に違反しま
す。こうした行為は、罰則（懲役・罰金）の対象となっています。不特定多数
が閲覧可能なSNSなどで「お金を貸します」などといった書き込みで勧誘し、
違法な高金利で貸し付けをすることは、個人を装ったヤミ金融業者による犯罪
行為です。

　融資条件として要求された保証金を支払っ
たにもかかわらず、融資を受けられずに保証金
をだまし取られます。正規の貸金業は、融資を
前提に金銭を要求することはありません。

こんな手口にも要注意！

　一度ヤミ金融から借入れをすると、他の同様
な業者から電話やダイレクトメールで勧誘が行
われることもあります。業者間で情報を共有し
ていると考えられます。

貸します詐欺（融資保証金詐欺）

注意!!



いい話が
あるんだ

この教材を使えば
絶対にもうかるよ

学生ローンで
借金して購入しよう
もうかるから
すぐに返せるよ

全然
もうからない
じゃないか！

ローンの
返済日なのに
どうしよう

友人を勧誘したら
紹介料を払うよ

利益はまったく
得られずローンの
支払いだけが残った

友達を
巻き込みたくない…

Ｑ.11
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※「マルチ商法」とは、商品・サービスを契約して、次
は自分がその組織の勧誘者となって紹介料等の報
酬を受け取る商法のことをいいます。

A. 若者をねらうマルチ商法
悪質業者の手口を教えて？②悪質業者の手口を教えて？②

被害にあわないため、次の点に気を付けましょう!
●「友人・知人、先輩などから「投資に成功した人を紹介す

る」などと呼び出されたら要注意です。SNSでの勧誘にも
注意しましょう。

●投資の知識は、学習教材を購入したりセミナーに参加したりしてすぐに習得で
きるものではありません。投資は元本保証がないため、資金を失ってしまう可
能性もあります。
●友人などから勧誘されて「これからも仲良くつきあいたい」「断ることで関係を
悪くしたくない」と思っても、契約をしたくなければきっぱりと断りましょう。
●ローンやクレジットカードの支払いに困り、紹介料目当てに自分が新たな勧誘
者になって友人などを勧誘すると、相手をトラブルに巻き込んでしまうことにな
ります。誘われたときは被害者でも、他人を誘えば加害者です。大切な友情
は壊れ、残るのは借金だけです。

注意!!

悪質業者の手口を教えて？②悪質業者の手口を教えて？②

　「絶対にもうかる」「借金をしてもすぐに元が取れる」などと勧誘し、投資関連

の学習教材などを購入させます。「お金がないから」と断ろうとすると、審査に通

りやすくするため、年収や借入金の使途などを細かく指南され、嘘の申告で借金

をさせられてしまいます。クレジットカードで購入した商品の転売によって費用を

捻出させることもあります。投資がうまくいかないと、「友人や知人を紹介したら

手数料を支払う」と勧誘する側になるよう勧められます。



Ｑ.12
悪質業者の手口を教えて？③悪質業者の手口を教えて？③悪質業者の手口を教えて？③悪質業者の手口を教えて？③
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　携帯電話を現金で買い取ると勧誘し、スマートフォンなどの契約をさせて指
定の買取業者へ送らせ、買い取り料を支払わずに連絡を絶ち、だまし取ります。
（アルバイトと称して携帯電話を契約する人を募集したり、融資の条件として
携帯電話を契約させたりする事例もあります。）

A. 携帯電話買取詐欺

スマートフォンを契約して
送っていただければ
１台につき２万円で
買い取ります
毎月の携帯代は
当社が負担しますよ

今月お金がなくて 生活
厳しいんだよな…
契約するだけで
お金がもらえて
携帯代金も支払わなくて
いいならいいか

約束の現金が
振り込まれなかった

後日携帯電話会社
から請求書が…
話が
違うぞ

あれ
電話が
つながら
ないぞ

３台契約
しよう

だまされたからといって、携帯電話会社への支払い義
務がなくなるわけではありません。料金を未払いのまま
放置すると、指定信用情報機関にその情報が登録され、

以後ローンやクレジットの契約ができなくなる可能性があります（17ペー
ジ参照）。
また、携帯電話会社の承諾を得ずに自分名義の携帯電話を他の人に譲

り渡すことは、法律で禁止されています。つまり、だまされた人も、
携帯電話会社にとっては詐欺の加害者になるおそれ
があるのです。
だまし取られた携帯電話は、犯罪に利用されるケースも少なくありま
せん。転売目的での携帯電話の契約は、絶対にしてはいけません。

だまされたのに加害者？
注意!!



Ｑ.13
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悪質業者の手口を教えて？④悪質業者の手口を教えて？④悪質業者の手口を教えて？④悪質業者の手口を教えて？④

　SNS 上で、「簡単なアルバイト」「楽に稼げ
る」「封筒を受け取るだけ」などといった投稿
によるオレオレ（ワタシワタシ）詐欺などの
特殊詐欺の「受け子」や「出し子」の募集が
横行しています。
　また、友人や後輩を受け子に誘う「リクルー
ター」を使い、「捕まらないから大丈夫」など
と安心させて犯罪グループの仲間に引きずり
込む手口もあります。

　SNS などで預金口座の通帳やキャッシュカードを買い取る
と持ちかける事例が後を絶ちません。譲渡された口座が犯罪に
使用されるケースが相次いでいます。お小遣い欲しさに気軽に
応じてしまうと犯罪者の仲間に‼

※「特殊詐欺」とは、不特定の人に対して、電話などの通信手段を
使って、振込みや手渡しによって現金などをだまし取る犯罪の
総称です。「受け子」とは被害者から現金やキャッシュカード、クレジットカードを受け取る役割を担う者、「出し
子」とはだましとったカードでお金を引き出す役割を担う者のことをいいます。

A. SNSなどで「受け子」や「出し子」を募集する詐欺集団

　「遊ぶお金がほしい」「流行の服が着たい」といった気持ち

から、高額な報酬につられて特殊詐欺に加担する若者が増え

ています。「危ない仕事では ?」と思っても、「身元を知られているので断った

ら怖い目にあうかも」といった理由で断りきれず、逮捕されるまで続けてしま

うケースもあります。軽い気持ちで詐欺グループに接触するのは、大変危険です。

　受け子や出し子は特殊詐欺の実行犯であり、逮捕されれば、犯罪者とし
て刑罰を受けるだけでなく、被害者から多額の賠償金を請
求されることもあります。

注意!! 「受け子」や「出し子」は犯罪です !!

こんなアルバイトの募集にも要注意 ! ①

受け子は犯罪者 !
逮捕する!!えっ！？

預金口座の譲渡



Check!!Check!! 成年年齢の引き下げによって、悪質業者のターゲットが拡大⁉

29

金融トラブル編金融トラブル編

 　「借りたお金はすぐにこちらで返してお
きます」などと言い、指定した消費者金融
会社から借り入れさせたお金をだまし取り
ます。被害者は、後日、契約した消費者金
融会社から「今月のご返済がまだのようで
すが・・・」といった連絡があってはじめ
て詐欺にあったことに気付くのです。
　返済義務はあくまでカードを
作り、借入をした本人にあります。

　また、アルバイト料をもらったことで共犯者とみなされ、「加害者」の立場に
なることもありえます。
　もし被害に遭ってしまったら金融会社に事情を話し、カードが利用できないよ
うにして、詐欺被害として警察に届け出てください。

調査のためカードを作って
お金を借りてください

バイト料をお支払いします

それだけでいいの？
簡単なバイトだなー

アルバイト詐欺

こんなアルバイトの募集にも要注意 ! ②

被害にあわないためには !?重要!!

おかしいと思ったら一人で悩まずに家族や相談機関に相談する

うまい話はまず疑ってみる

甘いキャッチフレーズは怪しいと思うこと

＊裏表紙「困ったときの相談先」参照

未成年者による契約の取り消し（※1）を主張できなくなることから、社会経

験の少ない成人したばかりの若年者は､ 悪質商法のターゲットにされやすい傾

向があります。2022 年 4月から成年年齢が現行の 20歳から 18歳に引き下

げられ、これに伴う若年層被害者の増加が危惧されています。

契約は申し込みと承諾によって成立（10ページ参照）し、一度契約が成立

すると原則として解除することができません（※2）。未成年者取消権のない成

年者は、この契約の大原則をしっかりと理解しておく必要があります。
※1	未成年者が親の同意を得ずにスマートフォンの購入やローン・クレジット契約のような消費者契約をした　

　　　場合、原則として、「未成年者取消権」によりその契約を取り消すことができます。
※2	クーリング・オフが適用され、契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる取引もあります（31ページ参照）。
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タレント・モデル契約の勧誘

サイドビジネス商法

エステティックサービス

Ｑ.14
悪質商法の被害にあってしまったら？悪質商法の被害にあってしまったら？悪質商法の被害にあってしまったら？
A. これらのような悪質商法の被害にあってしまっても、クーリング・オフ制度を利用して契約を解除できる場合もあります。

エステの
無料体験に
いかない？

今なら
キャンペーン中
ですよ！

断り
きれず…

200万円も
使っちゃった。
もう行きたくない…

全然もうからないし
サポートもない…

芸能事務所の
オーディションだ！
わたしも
受けてみようかな？

やったー！！

レッスン料を
すぐに払ってください
クレジットカードで
いいですよ

仕事なんて
もらえない
じゃない…

契約
するんじゃ
なかった…

値上がり確実かぁ。
やってみようかな…

絶対に
損しませんよ‼

ジュエリーの
イベントがあるから
一緒にいかない？

彼女と
連絡が取れない…

ネックレスを
買ったあと…

デート商法

利殖商法
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特定商取引法のクーリング・オフ対象となる取引

取引内容 適用対象
期間

（法定契約書面を
受領した日から）

訪問販売 自宅へ訪問して行う取引、キャッチ
セールス、アポイントメントセールス ８日間

電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引。
電話を切ったあと、消費者が郵便や電
話などにより申し込む場合も該当する。

８日間

特定継続的
役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに
対する高額の対価を約する取引。エス
テティックサロン、美容医療、語学教
室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介
サービス、パソコン教室。

８日間

連鎖販売取引
（マルチ商法）

個人を販売員として勧誘し、さらに次
の販売員を勧誘させる形で、販売組織
を連鎖的に拡大して行う商品・役務の
取引。

20 日間
（再販売型は契約書面
の受領日と商品の引
渡し日のいずれか遅
いほうから 20日間）

業務提供誘引
販売取引

（内職・モニター商法）

「仕事を提供するので収入が得られる」
という口実で消費者を誘引し、仕事に
必要であるとして商品などを売り、金
銭負担を負わせる取引。

20 日間

訪問購入
（訪問買取）

業者が消費者の自宅などを訪ねて、物
品の買い取りを行う取引。
＊自動車（2輪のものを除く）、家具、家電（携
　行が容易なものを除く）、書籍、レコード・
　CD・DVD・ゲームソフト類は対象外
＊消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場
　合等は対象外

８日間

＜クーリング・オフの方法＞
●はがき（簡易書留）や内容証明郵便

　　で出す。
●はがきは両面コピーを取り保管する。
●クレジット契約をした場合は、信販
　会社にも同じ旨を通知する。

＜クーリング・オフができない場合＞
① 訪 問 販 売、 電 話 勧 誘 販 売 に お け る

3,000 円未満の現金取引の場合
②消耗品の場合（化粧品や健康食品の使

用・消費した分）
③自動車の場合
④通信販売の場合（ただし、広告などで

購入した商品の返品の可否や条件が表
示されていない場合は、一定期間（８
日間）、送料を消費者が負担して返品
することができます）

　キャッチセールス（繁華街の路上などでアンケート調
査などと称して声をかけ、事務所などに連れて行き高額
な商品やサービスを購入させる手口）やアポイントメン

トセールス（電話などで販売意図を明らかにしないで事務所などへ呼び出
し、高額な商品やサービスを購入させる手口）によって 30 ページで紹介
している被害にあうケースも少なくありません。
　クーリング・オフの対象であっても、業者が話し合いに応じなかったり、
連絡が取れなくなってしまったりすると、被害の回復が困難です。トラブ
ルを避けるためには、そもそも気軽に勧誘に応じないことが重要です。

注意!! 軽い気持ちで勧誘に乗ってはいけません！

クーリング・オフとは、契約した後、冷静に考え
直す時間を消費者に与え、一定期間であれば無条
件で契約を解除することができる制度のことです。

重要!!



Ｑ.15
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多重債務とは？多重債務とは？多重債務とは？多重債務とは？
「多重債務」とは、返
済能力の低下、あるいは返済
能力以上の借り入れにより返

済が困難となり、その返済のために借り入
れを繰り返している状態のことをいいます。

金銭問題を抱えると、次のような不安感
情が起こり、問題解決のための行動を起こ
しにくくなり、さらに事態が深刻化すると
いう悪循環に陥る傾向があります。

＜金銭問題を抱えたことで起きる不安感情＞
・自分はだめな人間、他人はみな立派（自己肯定感の低下）
・気分がふさぐ、朝起きられない、やる気がでない（抑うつ感）
・借金の残高を知りたくない、知るのが怖い（現実逃避）

多重債務に陥るのは特別な人ばかりではありません。病気

や冠婚葬祭などによる予定外の出費がきっかけとなるケースも珍しくありません。
ローン・クレジット、金融トラブルに関する正しい知識を持っていなければ、誰に
でも起こりうる危険があるのです。

Check!!Check!! 多重債務の主な原因①

生活費が足りなくて
キャッシングで補って

いたけど…
もう限界！

SNS で
見つけた業者から

生活費を借りたら利息が
高すぎて…

会社の先輩から
ひんぱんにショッピングや

旅行に
誘われて…

周りとのつき合いを大事にするあまり、
借金を重ねてしまう人は少なくありま
せん。断る意思と行動（ソーシャル・
スキル 9ページ参照）が大切です。

どこからも借りられなくて困った人が
悪質業者の被害にあう例は多数ありま
す。困ったらまず周りの人や相談機関
に相談しましょう。

このような誰にも相談できなくて追い
つめられていく人があとを絶ちません。
ヤミ金融や悪質業者に手を出す前に相
談機関に相談し生活を見直しましょう。

◆交際◆生活費補填 ◆失業

A.

僕にも起こりうる
ことなのか… ！
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Check!!Check!! 多重債務の主な原因②

◆ギャンブル依存症
統合型リゾート（ＩＲ）実施法の成立により、
ギャンブル依存に対する社会的関心が高まってい
ます。「ギャンブル依存症」と聞くと意志が弱い
から、だらしがないから、自己中心で無責任だか
らなどと人格の問題と思われがちですが、実際は、
有害なことが起きても執着をやめられない行動障
害の一つで、誰でもなり得る病気なのです。
ギャンブル依存症になると失ったかけ金を深追いする傾向が強まり、損
害を取り戻すためにギャンブルを続けたいという切迫した欲求が生まれま
す。脳の刺激に対する反応も変化し、ギャンブル以外楽しめなくなってしま
います。何よりもギャンブルを優先してしまうので、お金が足りなくなると、
家族や友人、さらには消費者金融などから借りてまでギャンブルを続けま
す。負けたかけ金を取り戻す方法はギャンブル以外にないと思い込んでいる
ため、返済が滞って金融機関から借りられなくなっても、どこからかお金を
工面しようとします。ヤミ金融から借金をしたり、勤め先のお金を横領した
りといった事態にまで発展しかねません。この生活から抜け出すには、専門
の相談機関でのカウンセリングや医療機関での治療が必要になります。
アメリカ精神医学会は、過去1年間に次のうち4つ以上の行為があった
場合、ギャンブル依存症と診断されるとしています。

※ギャンブル等依存症対策基本法においては、法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技そ
の他の射幸行為を「ギャンブル等」と総称していますが、ここでは便宜上、これらの行為を「ギャンブル」としています。

出典：アメリカ精神医学会ホームページ＜https://www.psychiatry.org/patients-families/gambling-disorder/what-is-gambling-disorder＞

①期待した興奮を得るために、ギャンブルへの掛け金が増えている
②ギャンブルを制限しようとしたり断とうとしたりすると、落ち着かなくなったりいらいらしたりする
③繰り返しギャンブルを制限しようとしたり断とうしたりするが、うまくいかない
④いつもギャンブルのことを考えている
⑤気分が沈んでいるとき、ギャンブルをすることがよくある
⑥ギャンブルで負けたお金を、ギャンブルで取り戻そうとすることがよくある
⑦ギャンブルへののめり込みを隠すために、うそをつく
⑧ギャンブルのために、重要な人間関係、仕事、教育・就業の機会を危うくしたり失ったりしている
⑨ギャンブルが原因の金銭問題を解決するため、他人に援助を頼む

パチンコに
のめり込み借金生活。

それでも
やめられなくて…



■ 光熱費

■ 水道代

■ 食費

収入と支出を
把握して自由に使える

額を知ろう
今回は

がまんしよう
無計画な

借金はダメよね!!

A. こんな人は要注意！ 自分のことをチェックしてみましょう。

A. 家計管理による
収支の把握。

本当に必要な
ものか考える。

返済の計画が立た
ない借金はしない。

Ｑ.16
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多重債務に陥らないためには？多重債務に陥らないためには？多重債務に陥らないためには？

面倒なことはきらいだ。

お金はあればあるほど、使いたくなる。

お金に困って友人に借りたことがある。

先の心配より、今の楽しみのほうが大切だ。

お金があれば、趣味や遊びに使いたい。

計画を立てて行動するのは苦手だ。

日常生活で優先順位をつけて行動したことがない。

無駄な買い物をしてしまうことが多い。

＊複数の項目が当てはまる人は要注意！



35

金融トラブル編金融トラブル編

それでも陥ってしまったら……多重債務の法的解決方法

＊上記の各手続きは、一定期間、個人信用情報機関に登録されます。
　詳しくは個人信用情報機関にご照会ください（18ページ参照）。

必要なときは、借りる前に
返済総額を計算する。

返済に困ったら
早めに相談。

連帯保証人などを
安易に引き受けない。

自分が
借金するのと
同じこと！

連帯保証人には、保証人と異な
り、自分よりまず主たる債務者
に請求してほしいと主張できる
権利がありません。

＊裏表紙「困ったときの
　相談先」参照

＊利息の計算方法は 21ページを参照

方法 概要 メリット デメリット

任
意
整
理

裁判所などを利用せ
ず、債権者との話し合
いにより和解する私的
な債務整理。

弁護士など代理人が債権者と交渉
し、柔軟な対応で整理が可能。

①弁護士などへ依頼すると費用がか
かる。

②和解成立しない場合、債務は整理
されない。

特
定
調
停

裁判所を利用し、調停
委員会を通して債権者
と交渉し、債務を整理
する。

①債務の大幅な減縮ができ、毎月の
返済額を軽減できる。

②一部の債務を整理することができ
る。

③財産を守ることができる。

①安定した収入があることが条件で、
毎月返済を継続する。

②和解成立しない場合、債務は整理
されない。

③約束に従わないと、債権者から強
制執行を受けることがある。

個
人
再
生
手
続
き

裁判所を利用し、再生
計画に基づいて、債務
の一部を分割返済。残
債務を免除してもら
う。

①債務の大幅な減縮ができる。
②住宅ローンのある場合、支払いを

続けることで住まいを守ることが
できる。

①弁護士が引き受けることが前提で
時間もかかる。

②安定した収入があることが条件。
③官報に氏名、住所などが公告され

る。

自
己
破
産

裁判所を利用し、全財
産を債権者に分配。残
債務全額を免除しても
らう。

免責の決定により、残った債務の支
払い義務が免除される。

①弁護士、公認会計士など一定の職
に就けない。

②資産がある場合、破産管財人が財
産を処分し、債権者に配当する。

③官報に氏名、住所などが公告され
る。

借入れは○○円で
利息は 18％で

○○円…

支払総額は
○○円なら
大丈夫！

助けて
ください

相談
機関

あとは
よろしく

げっ
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貸付自粛制度について教えて ?貸付自粛制度について教えて ?貸付自粛制度について教えて ?
日本貸金業協会は、多重債務発生防止への取組みの一環として、貸

付自粛制度を実施しています。
貸付自粛制度とは、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依

存症が原因で本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがある
ことなどの理由から、自らを自粛対象者（金融機関に対して借り入れを申し込んでも、
これに応じないよう求める対象者）として申告することにより、申告された情報を次
の 3 つの個人信用情報機関に登録し、一定期間、これらの個人信用情報機関の加盟
会員に対して提供する制度です。

本人申告が原則ですが、一定の条件のもと、法定代理人等（未成年者の親権者、成
年後見人等）や自粛対象者が所在不明（失踪中）である場合の配偶者または親族も申
告することができます。

＜貸付自粛情報が登録される機関＞
◆㈱日本信用情報機構
◆㈱シー・アイ・シー
◆全国銀行個人信用情報センター

どうやって申告するの？

費用はかかるの？

どのような内容が登録されるの？

どのくらいの期間登録されるの？

申告方法には、本人確認書類等をそろえて日本貸金業協会の支部へお越しいた
だくか、Web、郵送による方法があります。

登録手数料はかかりません。
（郵送による申告の場合は、申告書控えの返信用切手が必要です。）

氏名、性別、生年月日、住所、携帯電話番号（または自宅電話番号）、勤務先名、
勤務先電話番号が登録されます。（勤務先に知れることはありません。）

貸付自粛の登録をした日から 5 年以内の期間、登録されます。

貸付自粛制度の詳細に
ついてはこちらから
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登録された情報は、誰が何に利用するの？

登録した情報を消すことはできるの？

■ 利用者の声

登録された情報は、個人信用情報機関の加盟会員（金融機関）が、契約者（申込
者）の支払能力に関する調査のために照会した場合に限り提供されます。したがって、
加盟会員の照会状況によっては、必ずしも貸付自粛が確約されるものではありません。

原則として、個人信用情報機関に登録の依頼をした日から 3 か月を過ぎれば、
貸付自粛の撤回をすることができます。

私（25 歳・男性・会社員）は、たまたま友人から誘われて始めたギャン
ブルにのめり込み、借金を重ねてしまいました。最近は借りては返す生活も
行き詰まり、滞納の督促に追われようになってしまいました。見かねた親が
肩代わりしてくれることになりましたが、また借金を繰り返し、親に泣きつ
くことになるのではないかと心配になりました。今後の自分の生活について
家族で話し合った結果、もうこれ以上借りないことを誓い、その証明として、
貸付自粛の申告手続きを行いました。

※申告方法などの詳細につきましては、日本貸金業協会にお問い合わせください。
　電話での受付　受付時間：9:00 ～ 17:00　（土・日・祝日	12/29 ～ 1/4 を除く）	
　ナビダイヤル	0570-051-051（最寄の支部へつながります）
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家計（金銭）管理について教えて？家計（金銭）管理について教えて？
A. 毎月の収入と支出を把握するため、収支の記録（家計簿）をつけてみましょう。

給料（各種手当、控除額、手取額）をきちんと把握しましょう。
不定期な収入はあくまで余剰金と考えましょう。

銀行から引き落とされているもの（ローンの支払い、光熱費など）
まとめて支払うもの（税金や自動車の維持費）
必要に応じて支払う生活費

支出

収入

スマートフォンのアプリを利用したりエクセルで自作したり、ツールは自由。
自分にあった家計簿を見つけ、まずは3カ月続けてみましょう。

A. 家計簿から支出の優先順位を割り出そう。
Check!!Check!! 支出の優先順位

〔流動費〕
日々の暮らしの中で使うお金
必要に応じてそのつど支払う。
例：外食費、嗜好食品費、教養娯楽費、交際費、活動交通費

〔固定費〕
社会生活を送るために必要なお金
１カ月に１度、必ず支払う。
例：住居費、水道光熱費、通信費、教育費、

町内会費、返済金、仕送り等

〔準固定費〕
日々の暮らしで使うお金の中で、定期的に必要になるお金
必ずではないが、１カ月の間に使う。
例：主食費、調味料費、日用雑貨費、被服理美容費、

保健医療費、こづかい、雑費

高

低

社
会
生
活
を
送
る
た
め
の
優
先
度

家計管理編家計管理編



家計簿

よし、
がんばって夢を
叶えよう！
それには…

海外で修行 将来は自分のスイーツ
ショップを持ちたい !

資格取得

毎月決まった
額を貯金して
みようかな

衝動買いは
控えなきゃ
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A. 将来を見すえて……長期的なライフプランを考えよう。
夢の実現、目標の達成のために貯蓄計画を立てよう。

目標達成にはちょっとの「ガマン｣ と「がんばり」が大切
●支出全体を見て改善の可能性を検討
●「わかっちゃいるけどやめられない」ものは？
●家計の生活習慣病への対処を考える
●収入を増やすことも検討してみる

高すぎる目標は実現が難しくなります。
日常生活の中でできることから始めよう。
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