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「定期テストの問題はこのテキストから出ます」などと不実のこと

を告げて、消費者が断っても勧誘を続け、契約解除後も完全な返金

を長期間行わない学習教材の販売業者に勧告を行いました。 

 

 

 

 
    

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

                 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

１ 事業者の概要  

名 称：「大学受験サポートセンター」こと 山内 武美（やまうち たけみ） 

（個人事業者。以下「事業者」という。） 

所 在 地：函館市五稜郭町３５番１号（※） 

開   業：平成 19年 10月 

取引形態等：学習教材の販売 
※ 当該所在地には現在、別の事業者の名称が表示されています。 

 

２ 取引の概要 

事業者は、消費者に電話をかけ、消費者の住居を訪問し又は事業者の事務所に消費者を

呼び出し、売買契約等の締結について勧誘をし、当該消費者と当該売買契約等を締結して

いた。 

 

３ 条例違反行為 

(1) 勧誘目的隠匿行為（北海道消費生活条例施行規則（平成 12 年規則第 29 号。以下

「規則」という。）別表 1(1)） 

   事業者は、消費者に契約の勧誘をするに当たり、「学校の勉強以外で、塾とか、何かや

っていますか。」「息子さん、今年高校に入学されていると思いますが、勉強の方の状況

はどうですか。」などと告げて勧誘に着手するなど、契約の勧誘の意図を明らかにせず、

又は契約の勧誘以外のことが主な目的であるかのように告げて、消費者に接近し、契約

の締結を勧誘した。 

 

(2) 勧誘拒絶の意思表示の機会を与えない勧誘（規則別表 1(2)） 

   事業者は、消費者に契約の勧誘をするに当たり、消費者が依頼又は承諾をしていない

にもかかわらず、消費者の住居を訪問し、又は住居に電話をかけることにより、消費者

に対し勧誘を拒絶する意思表示の機会を与えずに、契約の締結を勧誘した。 

プレスリリース 

◯ 北海道は、学習教材の販売を行っている「大学受験サポートセンター」こと

山内 武美（函館市）に対し、平成２７年５月２６日付けで、北海道消費生活条

例第 17 条第 3 項の規定に基づき、不当な取引方法を用いないよう勧告を行い

ました。 

◯ ついては、同条例第 17 条第 4 項の規定に基づき当該勧告の内容その他必要

な情報を消費者に提供します。 

◯ また、この事業者は、同条例第 50 条第 1 項の規定に基づく報告要求に応じ

ず、道の調査を妨害したことから、同条例第 51 条第 1 項の規定に基づき、そ

の旨を公表します。 
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(3) 不実告知その他消費者を誤認させる勧誘（規則別表 3(9)） 

   事業者は、消費者に契約の勧誘をするに当たり、「この教材は先生が学校の教科書に沿

って使うテキストなので、定期テストなどの問題は何割かはこのテキストから出ます。」

「塾･家庭教師の１／３、１／４の金額で指導面も設けております。」など商品や取引に

関する事項について事実と異なる情報その他の誤認させる情報を提供して、契約の締結

を勧誘した。 

  

(4) 勧誘拒絶後の勧誘･契約締結拒絶後の勧誘（規則別表 4(7)） 

   事業者は、消費者に契約の勧誘をするに当たり、消費者が勧誘を受けることを断って

いるにもかかわらず「いや、せっかくただだから、説明だけでもどうですか。」と言って

勧誘を継続しようとするなど、消費者が勧誘を受けることを拒絶し、又は契約を締結し

ない旨の意思を示しているにもかかわらず、契約の締結を勧誘した。 

 

(5) 消費者の同意なく取得した情報による勧誘（規則別表４(14)） 

   事業者は、消費者に契約の勧誘をするに当たり、消費者の同意なく入手した当該消費

者の個人情報又は過去の取引に関する情報を利用して、契約の締結を勧誘した。 

 

(6) 契約解除等に伴う原状回復義務等の拒否･不当遅延（規則別表 8(6)） 

   事業者は、消費者との契約が平成 25年 10月に解除されたにもかかわらず、平成 27

年５月上旬まで当該消費者に完全な返金を行わないなど、契約解除が有効に行われたに

もかかわらず、契約に基づく返金について正当な理由なく完全な履行を不当に遅延させ

た。 

 

４ 勧告の内容 

(1)  契約の勧誘の意図を明らかにせず、又は契約の勧誘以外のことが主な目的であるか

のように告げて、消費者に接近し、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させ

ないこと。 

(2)  消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居を訪問し、又は 

住居に電話をかけることにより、消費者に対し勧誘を拒絶する意思表示の機会を与え

ずに、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。 

(3)  消費者に対し、商品や取引に関する事項について事実と異なる情報その他の誤認さ

せる情報を提供して、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。 

(4)  消費者が勧誘を受けることを拒絶し、又は契約を締結しない旨の意思を示している

にもかかわらず、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。 

(5)  消費者の同意なく入手した当該消費者の個人情報又は過去の取引に関する情報を利

用して、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。 

(6)  申込の撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法令又は契約に基づく返金につい

て、不当に遅延させないこと。 

 

５ 道の調査を妨害した事実の公表 

(1) 経 緯 

道では、事業者に対し、条例第５０条第１項の規定に基づき、平成２６年１１月２５
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日付けで、同年１２月９日を期限として報告を求めたところです。 

事業者からは報告書の提出がありましたが、当該報告書において、質問に対して回答

していない事項、質問の趣旨を踏まえていない回答、事実と異なる回答が複数あり、販

売業者が報告をしなかったものと認められたため、平成２７年１月２６日付けで条例第

５１条第２項の規定に基づき、販売業者に対して弁明の機会を与えましたが、事業者か

らは有効な弁明はありませんでした。 

以上のことから、条例第５１条第１項の規定に基づき、事業者が報告をしなかった旨

及び報告要求における質問事項の概要を公表します。 

 

(２) 報告要求における質問事項 

① 事業者の概要（名称、所在地、法人格、組織、役員・従業員の状況、販売商品等） 

② 契約実績、広告･宣伝の方法について 

③ 勧誘時における消費者への告知内容、勧誘の方法、契約書面の記載について 

④ 契約解除に伴う原状回復（返金）の状況について 

 

６ 消費生活相談の状況 

(1) 道内における当該事業者の消費生活相談件数 

（PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）等による） 

年 度 19 20 21 22 23 24 25 26 合計 

相談件数 1 0 2 ０ ２ ０ ４ ５ 14 
 

(2) 相談者の居住地域 

すべて渡島総合振興局管内 
 

(3) 相談者の性別 

  女性 ６９％  男性 ３１％ 
 

(4) 相談者の年齢 

  平均４４歳 

問い合わせ先 

 環境生活部くらし安全局消費者安全課 

 表示・取引適正化グループ 

 電話 011-204-5213 
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【事例１】 

平成２５年１１月、事業者の従業員Ｘは、Ａに電話をかけ、最初に学習教材の販売の

勧誘であることもＡに告げず、これから学習教材の販売の勧誘を行っていいかどうかＡ

の承諾を求めることもなく「学校の勉強以外で、塾とか、何かやっていますか。」とＡ

に尋ねた。Ａが質問に答えると、Ｘは「当社の学習教材についてお宅に伺って説明した

いのです。」などと言い、Ａはこれを承諾した。 

その数日後の夜、ＸはＡ宅を訪問し、Ｘは、学習教材の資料を見せながら、「この教

材は先生が学校の教科書に沿って使うテキストなので、定期テストなどの問題は、何割

かはこのテキストから出ます。」「テストの問題がその教材から出ます。」「先生はそれを

見て出します。」「この教材を買っていただければ、回数の制限なく学習塾で勉強を教え

ます。」「ですから、確実に定期試験の順位が上がります。」「学習室で勉強を自主的にし

て、日替わりで講師がわからないところを教えてあげます。」などと２時間も教材の購

入を勧誘した。Ａはその勧誘がとても長く感じられ、「もう遅いので。考えますから。」

と言ってＸに帰ってもらった。 

Ｘが来訪した次の日、Ａ宅の郵便受けに、ＸからＡに宛てた書簡が投函されていた。 

当該書簡には、「塾、家庭教師の１／３、１／４の金額で、指導面も設けております。」

「何時でも何時間でも好きな時にセンターにこれて、優秀な先生にマンツーマンで指導

も受ける事が出来ます。」「○○高校のテストは、教科書から６０％、先生の持つ副読本

から２５％、残りセンター試験の問題が１０％～１５％出題されます。」「テストの対策

問題、予想問題、英語の全訳すべてあります。」「更に弊社の参考書の中には、○○高校

で出題される宿題の解説回答がすべて載っております。」などと記載されていた。 

Ａは契約することにし、その数日後に実際に大学受験サポートセンター（以下「セン

ター」という。）で高校 2年生と 3年生分の教材の購入を契約し、代金を全額支払った。 

しかし、平成２６年５月末になっても、購入した教材が引き渡されなかった。 

ＡがＸに架電し確認すると、Ｘは、「急に教科書の改訂があって、テキストが遅れて

います。」と説明したが、６月になっても契約した商品を Aに引き渡さず、Ａは６月末

にＸに架電し、解約を申し入れた。Ｘは「いや、もう教材が後３，４日でできあがるの

で。」と言って、契約解除に応じることを拒否した。 

７月に入り、Ｘは文書で契約解除通知を発出したところ、ＸがＡを訪問して、「手紙

が届きました。教材を持ってきたので受け取ってもらえませんか、説明もしたいので。」

と言ったが、Ａが消費生活センターに相談していることを告げると、Ｘは帰って行った。 

その後、平成２６年１２月に、事業者とＡとの間で、「事業者は Aに対して契約金額

全額の返金義務があるが、そのうちの約半額について分割で平成２７年１月及び２月に

返金する」という内容で和解が成立したが、同年５月上旬まで、事業者は Aに対し一切

の返金をしていない。 

 

【事例２】 

 平成２５年１０月、事業者はＢに電話をかけ、最初に学習教材の販売の勧誘であるこ

ともＢに告げず、これから学習教材の販売の勧誘を行っていいかどうかＢの承諾を求め

ることもなく、「息子さんの中学校の先輩の紹介でお電話しました。私も息子さんと同

じ中学校の卒業生なんですよ。」「息子さんの部活の先輩が、私の甥なんです。」「高

校の英語の先生の教え方が悪いという評判があります。息子さん、英語の授業で困って

いるでしょう。そういう問い合わせが他からも来ていて、どうなのかな、と思って電話
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してみました。」「お困りでしょう。私どもが販売するこの教材には、テキストの英語

の訳も全部書いている「教員指導書」です。ですから、この指導書から定期テストが出

題されるし、内容も教科書に完全準拠で、大変わかりやすくなっています。」と、学習

教材の購入を勧誘した。 

事業者は、「私どもでは、学習室を設けていて、その場所で勉強することができて、

息子さんがわからないところがあれば、その点を教えてあげます。」「ですが、お金が

かかるのは学習教材の代金だけで、塾に来て、講師の先生にわからないところを聞くの

にはお金はかかりませんよ。塾に一度、どういう場所かというのもあるので、時間があ

るなら、近いですから来てください。」と、センターへの来訪をＢに要請した。 

 数日後、Ｂがセンターに出向くと、事業者は高校２年生と３年生分の学習教材をＢに

勧め、「全部でこんなにかかりますけれども、知り合いに甥っ子がいるので、親戚価格

でさらに値引きして、一応９０万円でどうでしょう。」「この教材で成績が上がってい

る子はたくさんいます。上位者はたくさんうちにもいますよ。この教材の中から問題が

出るので、テストの成績が必ず上がります。これを使ってがんばると、さらに上位１０

位以内や５位以内にも行けますよ。」と勧誘した。 

数日後にＢはセンターに出向いて契約書に署名･押印し、９０万円の代金を支払った。 

 契約後、平成２５年１０月下旬にＢは事業者宛てに契約解除通知を発出した。 

 その数日後、事業者とＸはＢ宅を訪問し、Ｂに「すいません。」「２６日の日に手続

きは完了しています。」と言った。Ｂが早期の返金を求めると、事業者は「１０月は無

理です。１０月２０日が締めなので、１０月には間に合わないのです。そのため、返金

は次の月になります。１１月の末か１２月の始めには返金できます。」と言ったが、１

１月末になっても事業者はＢに返金しなかった。 

１２月の始めに事業者は「１２月２７日に返金を予定しています。」と Bに言ったが、

１２月２１日に、事業者は「支払いが遅れます。」とＢに架電した。 

 １２月２５日、事業者は「年内は支払いできません。平成２６年１月１０日をめどに

支払います。」というファクシミリをＢに送信した。 

平成２６年１月１９日に、事業者は「商品代金返金の件について、１月末を予定して

おります。」という内容のファクシミリを Bに送信したが、１月３１日になっても事業

者はＢに返金せず、Bからの連絡要請にも事業者から連絡することはなかった。 

２月５日及び１２日に、Ｂは事業者に督促のファクシミリを送ったが返金も連絡もな

かった。 

２月２０日に、事業者は Bに「商品代金返金の件についてのご案内」と題する文書を

送付し、当該文書には、Ｂに９０万円を一括で返金することができないので、４月に１

０万円、５月、６月、７月、８月にそれぞれ２０万円の分割返金にしたい旨、期日に支

払わないときは、遅延損害金として年２０％を支払う旨が記載されていた。 

Ｂが直ちに事業者に架電するも、事業者とは連絡が取れなかった。 

２月２１日に、事業者はＢに架電し、当該文書記載の内容を繰り返し述べた。 

３月１日に事業者はＢと面談で話し合うこととなったが、事業者はその場でも同様の

話を繰り返した。 

３月末に、事業者は５万円だけ Bに返金した。 

 ４月５日に、Ｂが、原則一括返済若しくは数回程度の分割返金を事業者に求めたとこ

ろ、事業者は「金額については、売上金がないと支払えないので、今いくらと言うこと

はできない。」「そもそも、最初に文書で提示した返済計画については無効である。」
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「弁護士が売上を全部振り分けるので、誰にいくら返すかはわからない。」「もう返済

計画のとおりには行きません。弁護士にそう言われたので。」と Bに言った。 

 その後、４月３０日に１０万円、５月３０日には５万円を、事業者はＢに返金した。 

５月３０日に、事業者は「６月６日に５万円振り込みます。６月末まで５万円から１

０万円支払います。」というファクシミリをＢに送信したが、６月６日にも６月３０日

にもＢに返金しなかった。 

このため、Ｂが事業者に架電したが、事業者とは連絡が取れず、７月２日に連絡して

も同様であった。 

 ７月９日に、事業者は「お支払いの件ですが、今の私には、また、当センターにはお

金がありません。弁護士先生とお話をしてきました。金額が少ないですが、公的の場で

も有効であるとアドバイスをいただいております。先日、延滞金を取るというお話しで

したので、その旨相談してきましたが、北海道に届出を出していないこと＝出資法違反

に当たるとアドバイスをいただいております。残りのお金は、７月の夏休みに入ってか

ら、２５から末までの間に、１０～１５万円の間を必ずお支払いいたします。」などと

いう内容のファクシミリ送信をＢにし、５万円をＢに返金した。 

 Ｂは、７月１８日付けで返金を督促する通知書を事業者に発出したが、事業者からの

返答はなく、８月以降、事業者に連絡を求めても、事業者からＢに連絡することはなく、

事業者はＢからの電話に出なくなった。 

 その後事業者は、８月２７日付けで、残り６５万円の返済についてはお金がない旨及

び年内に返済しようと思っている旨をＢに文書で通知した。 

 その後事業者は、９月８日に５万円、１０月３１日に５万円、平成２７年１月３０日

に５万円を、それぞれＢに返金したが、残金の４０万円については、平成２７年５月上

旬において、いまだに返金していない。 

 

【事例３】 

平成２４年６月、事業者はＣ宅に架電し、学習教材の勧誘電話である旨を告げること

なく、学習教材の勧誘を行ってもいいかどうかＣの承諾を得ることなく、「先生が使う

ものと同じ指導書を使うと授業でわからないことがあっても大丈夫なんですよ。」と、

学習教材の販売の勧誘を始めた。 

Ｃは電話自体を訝しく思い、最初に「何でうちの電話番号を知っているんですか。」と

事業者に尋ねたが、事業者は「知り合いの人がいて、それで高校の入学者の住所録から

ランダムに拾っています。」と答えた。Ｃは、その「住所録」何なのかがよくわからず、

そのような個人情報が記載された名簿をなぜ事業者が保有しているのか疑問に感じた。 

事業者は、「先生が持っているものと同じ指導書というものがありまして、息子さん

が教室で万が一聞き取れなかった部分があったときには、この指導書を見ると、わから

なかったところを補うことができるんですよ。」とＣに言ったことで、Ｃは初めて事業

者が何か商品を勧めていることを理解した。事業者は、「これは先生が持つものと同じ

指導書です。」「だから授業で足りなかった部分はこの指導書を見ると補充がきくので

す。」「先生が持つものだから、それが自分の手元にあると、授業で穴が開いたとき助か

ります。」「テストの内容はこの指導書を参考にして出題される可能性があります。」と

Ｃに言った。Ｃは電話だけではよくわからないと考え、センターに出向き、事業者から

再度勧誘を受け、その場で契約した。 
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【事例４】 

 平成２４年の夏頃、事業者の従業員ＹがＤ宅に電話をかけ、Ｄの妻が電話に対応した。 

Ｙは、「インターネットで通信教育を受けることができ、場所を提供して、その場所に

は勉強を教える講師がいて、そこで自主学習ができ、インターネット上でオンデマンド

で塾のような授業を受講する通信講座の受講契約」について勧誘したが、Ｄの妻はこれ

を断った。Ｄは、自らの個人情報を事業者の勧誘に使われることについて承諾したこと

はなく、事業者がどうして自らの電話番号を知っているのか訝しく思った。 

 勧誘を断ったにもかかわらず、その後ＹはＤ宅に複数回架電し、同様の趣旨の勧誘を

繰り返した。それらの電話にはＤの妻が対応し、その都度「いらないですよ。」と断っ

ていたが、それにもかかわらず、また勧誘電話が何回もかかってくるので、その都度、

Ｄの妻は、Ｄに「また来たさ。」とうんざりして言った。 

 平成２５年５月頃、ＹはＤ宅に電話をかけ、Ｄの子どもの通う高校の生徒も何人かセ

ンターに来ていること、Ｙの子どもも同じ高校に通っていることなどをＤに告げ、同様

の趣旨の勧誘を行った。Ｄは話を聞いてみることにし、翌月に、Ｄはセンターを訪問し、

Ｙによる説明を受けた。 

 その際、Ｙは「センター試験を重点に置いた講座です。○○先生がいる○○（特定の

学習塾の名称）よりもいいですよ。その塾をやめてこちらに来ている人も何人かいます

よ。」「この塾には、東北大卒や北大卒、スーパー家庭教師並みの先生がいるので、わ

からないところはちゃんと教えることができます。」「仮に大学受験に失敗して、浪人

した場合には、その浪人をしている期間は、無料で大学受験サポートセンターに来て勉

強して、先生に質問できます」などと言って、講師の卒業大学が記載された書類とその

シフト表を示してＤに説明し、Ｄは契約することにした。 

 

【事例５】 

平成２５年５月、事業者の従業員ＹがＥ宅に電話をかけた。 

Ｅは、なぜこの業者が自分の個人情報を知っているのかが理解できなかった。 

Ｅは、Ｙと電話で話している途中から、話の中で、この電話がパソコンで授業を

受ける通信講座の受講契約の勧誘であると理解した。 

Ｅは、長々と話をしたくなかったし、Ｙの言う「塾さながらに通信講座が受けら

れる」という内容だけでは、具体的にどんなものなのか把握することが難しかった

ので、Ｙに体験と説明のために自宅への来訪を要請した。 

その後Ｅ宅を来訪したＹは、パソコン上の画面で体験学習を実演した後に、Ｅに

「契約していただいた場合は、当センターの学習室を勉強のために利用することが

でき、勉強でわからないところがあったら、当センターの講師に質問していただけ

れば教えます。」「○○（特定の学習塾の名称）よりも安くていいですよ。」「当

センターにある参考書や問題集をコピーして利用できます。」「万が一受験に失敗

して浪人した場合には、その間は当センターを利用できます。」などと言って、パ

ソコンで授業を受けることができるテキスト付きの通信講座の契約を勧誘し、Ｅは

契約することにした。 

 

【事例６】 

平成２５年６月、高校生であるＦの子どもが、既に事業者と契約しているその友

人の紹介で、センターに見学のために来訪し、Ｆの子どもがＦ宅に電話をかけ、Ｆ



 8 

の子どもから電話をかわった事業者の従業員Ｙは、Ｆに対し「お宅の息子さんがセ

ンターに入会したいと言っている。」「△△（特定の情報通信機器の名称）を使っ

た学習をするので、△△と教材を買ってください。それを使わないとここでの勉強

ができません。」「△△で勉強しないと学力が伸びないですから。」「それを買え

ば、息子さんがいつでもこの大学受験サポートセンターで勉強ができます。」「勉

強でわからないところをこのセンターで教えます。」「センターにある教材も自由

に使えます。」「もし 大学受験に失敗しても 学校ではそれで卒業しているので

あまりサポートはしてもらえないけど 大学受かるまでうちが責任を持ちます。自

宅に戻るのであれば△△もあるし、ファクスでも何でもやりとりできるし、とにか

くサポートはちゃんとします。」と言って、学習教材の購入を勧誘した。 

Ｆが契約を断ると、センターから教材の資料がファクシミリでＦ宅に送信され、

事業者はＦに電話をかけ、「○○大ではこういう教材を使って学校でも授業を受け

るようになってきているし、これを使った方が成績が伸びます。」「それがないと

教材が使えないのでダメなんだけど、うちで△△を貸して息子さんに使わせている

んです。だから自分のを買っていただかないと本当はダメなんです。買ってくださ

い。私が買うのについていきますから。」と勧誘を続けた。 

Ｆは「△△は使用禁止で、みつかって処分を受けた人がいるのでダメです。」と

再度断ったが、事業者は「それなら、うちでちゃんと保管して、来たときにお渡し

して、ちゃんと管理しますから大丈夫です。」と反論した。 

Ｆは、その教材はセンターにいる限られた時間や帰省したときしか使えない旨を

指摘して再度断ると、事業者は「授業が終わってからずっとセンターにいてもいい

し、日曜日もずっといてもいい。ご飯もコンビニで買ってセンターで食べてもいい

し、学校の授業に出ているとき以外、ほとんどずっとこっちに来ていればいい。」

と反論し、教材を買うよう説得した。 

Ｆは、Ｆの子どもと必要な教材について話し合い、確認した上で契約を承諾した。 

平成２５年７月、ＹはＦに電話をかけ、「お宅の息子さんが別の教材をほしいと

言ってます。」と言い、再度別の学習教材を買うように勧誘した。 

Ｆは、前回の契約の時に子どもと電話でよく話して、必要な教材だけを購入する

ということで確認し合っていたので訝しく思い、「いえ、話し合ったときにはそん

なこと言っていませんよ。息子に確かめてこれでいいと言っていたんですけど。」

「大学受験には直接関係ないし、そういう余裕もないです。」と、契約に応じない

旨Ｙに言ったが、Ｙは「いえ、お宅の息子さんがこれもほしいって言ってます。」

「大学行ってからも使えるから。」と引き下がらず、Ｆは仕方なくその教材の購入

を了承した。 

 

【事例７】 

平成２６年９月、事業者又は事業者の従業員Ｘ（以下「事業者」という。）がＧ

宅に電話をかけ、「息子さんが、今年高校に入学されていると思いますが、勉強の

方の状況はどうですか。」とＧに尋ねた。 

Ｇは、事業者の勧誘に自分の個人情報が使用されることを承諾した覚えがない

し、このような電話がかかってくることに何の心当たりもなかったことから、Ｇに

高校生の子どもがいること、子どもの名前、Ｇの電話番号をどうして事業者が知っ

ているのか、不審に感じた。 
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事業者は、最初に学習教材のセールスの電話であることをＧにまったく言わず、

これから学習教材の契約の勧誘をすることについてＧの承諾を求めなかった。 

Ｇが「何とかついていっています。」と答えると、事業者は「息子さん、部活さ

れているんですか。」と聞いた。Ｇが「部活はしていません。」と答えると、事業

者は「部活をやっていると大学受験の時に有利なんですよ。」「私どもは「大学受

験サポートセンター」といって、大学受験についての詳しい情報を持っています。

高校の先生よりはるかに詳しいので、大学受験については私どもにご相談くださ

い。」とＧに言った。 

さらに、事業者は「私どもは、○○高校から指定を受けている教科書販売の関連

の会社です。このたび、定期試験の前に、お宅にお伺いしまして、無料で差し上げ

たい資料がございます。私どもは、学校からテストの出題範囲を聞いていて、この

資料は出題範囲を解説しているもので、試験に出るようなものはたいてい載ってお

ります。この資料をもとに勉強してもらえればいいのです。」「私どもは、教師用

の指導書を取り扱っていまして、これは、高校の先生が使っている指導書と全く同

じものです。お伺いしたときには、こちらの指導書についてもご説明したいと思っ

ております。」「この指導書を購入していただきますと、当センターを勉強場所と

していつでも使っていただき、当センターの講師が勉強でわからないところなどに

ついて学習指導をすることができます。」と G に言った。 

Ｇは、事業者の話について訝しく思い、「うちもそんなに裕福ではないし、せっ

かく来てもらっても契約できないかもしれないですよ。」と事業者に言うと、事業

者は「それとは別なんですよ。話だけ聞いてもらって、もし納得いかなかったら断

ってくれてもいいんですよ。」と言い、Ｇは訪問を承諾した。 

電話の直後、Ｇは、事業者に来訪されてしまったら契約を断るのは難しくなるだ

ろうと考え直し、事業者が電話で、高校の指定で教科書を販売する会社と関係があ

ることを強調していたことを思い出したことから、子どもの通う高校に確認するの

がいいと考え、翌日、Ｇは高校に電話をかけ、事業者から聞いた話を説明した上で、

「この業者は高校と何か関係があるのか。」「高校の指定を受けているので試験範

囲なども知っている、ということは事実か。」と質問したところ、高校の担当者は

「当校とその業者は関係がありません。」「教科書にしても当校が認定する販売先

が他にきちんとあるので、そのほかの業者が当校の指定を受けて営業をするという

ことはありません。」と答えた。 

Ｇは事業者は来訪を断ることにし、Ｇは事業者に電話をかけた。 

Ｇが来訪を断ると、従業員等は「いや、せっかくただだから、説明だけでもどう

ですか。」と、引き下がらず、Ｇは困惑した。 

G がさらに断っても、事業者が引き下がらずに訪問する意向を示したので、Ｇは

それを聞いて非常に困惑した。 
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【参考】 

 

◯北海道消費生活条例（平成 11 年北海道条例第 43 号） 

（不当な取引方法の禁止）  

第 16 条 事業者は、消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為であ

って規則で定めるもの（以下「不当な取引方法」という。）を行ってはならない。  

(1)  消費者に対し、契約の勧誘の意図を示さずに接近して、又は消費者を訪問し、若しくは電

話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する

ことにより、消費者の意に反して、若しくは消費者に勧誘を拒絶する意思表示の機会を与え

ずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

 (2) （略） 

(3)  消費者に対し、商品若しくは役務若しくは事業者の物品購入等について品質、安全性、内

容その他の消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な情報を提供せず、誤認させる情

報を提供し、又は将来において不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を

勧誘し、又は契約を締結させること。 

(4)  消費者を威迫して困惑させ、不安にさせ、若しくは正常な判断ができない状態に陥らせ、

又は消費者に迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結

させること。 

(5)～(7) （略） 

(8)  消費者が正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若

しくは契約の無効の主張（以下この号において「申込みの撤回等」という。）を行うことを

妨げ、又は申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、当該申込みの撤回等によって

生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。 

 

（不当な取引方法による被害の防止） 

第 17 条 知事は、不当な取引方法が用いられている疑いがあると認めるときは、速やかにその

取引の実態等につき必要な調査を行うものとする。  

２（略） 

３ 知事は、事業者が不当な取引方法を用いていると認めるときは、法令に特別の定めがある場

合を除き、当該事業者に対し、当該取引方法を用いないよう勧告することができる。  

４ 知事は、前項の規定による勧告をした場合であって、不当な取引方法による消費者の被害の

発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、消費者に対し、速やかに当該勧告の

内容その他の必要な情報を提供するものとする。 

 

（立入調査等）  

第 50条 知事は、第９条、第 15条、第 15条の２、第 17条、第 19条及び第 20条の規定の施

行に必要な限度において、事業者その他当該事業者と密接な関係を有するものとして規則で定

めるもの（以下この項において「事業者等」という。）に対し、その業務に関して報告若しくは

資料の提出を求め、又はその職員に、当該事業者等の営業所、事務所等に立ち入り、書類その

他の物件を調査させ、若しくは当該事業者等の関係者に質問させることができる。  

 

（公表）  

第 51条 知事は、第９条第３項、第 15条第２項、第 15条の２第３項、第 17条第３項、第 19
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条第２項若しくは第 20 条第２項の規定による勧告に従わない者、第 48 条に規定する出席の

要求を正当な理由がなく拒み、若しくは資料の提出をしなかった者又は前条第１項の規定によ

る報告若しくは資料の提出をせず、立入調査を拒み、若しくは質問に対し答弁しなかったもの

があるときは、その旨を公表することができる。  

２ （略） 

 

 

◯北海道消費生活条例施行規則（平成 12 年北海道規則第 29 号） 

（不当な取引方法） 

第３条の２ 条例第 16 条第１項に規定する規則で定める不当な取引方法は、別表のとおりとす

る。 

別表（第３条の２関係） 

１ 条例第 16条第１項第１号の規定に該当する不当な取引方法 

(1) 契約の勧誘の意図を明らかにせず、又は契約の勧誘以外のこと若しくは主な契約以外の契

約の締結が主な目的であるかのように告げて、若しくはそのような表示をして、消費者に接近

し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(2) 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居若しくは業務を行って

いる場所（以下「住居等」という。）を訪問し、又は住居等に電話をかけることにより、消費

者の意に反して、又は消費者に対し勧誘を拒絶する意思表示の機会を与えずに、契約の締結を

勧誘し、又は契約を締結させること。 

(3)（略） 

２（略） 

３ 条例第 16条第１項第１号の規定に該当する不当な取引方法 

(1)～(8) （略） 

(9) 第１号から前号までに掲げるもののほか、消費者に対し、商品等に関する重要事項に係る情

報を提供せず、事実と異なる情報その他の誤認させる情報を提供し、又は将来において不確実

な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

４ 条例第 16条第１項第１号の規定に該当する不当な取引方法 

(1)～(6) （略）  

(7) 消費者が勧誘を受けることを拒絶し、又は契約を締結しない旨の意思を示しているにもか

かわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(8)～(13) 

(14) 消費者の同意なく入手した当該消費者の個人情報又は過去の取引に関する情報を利用し

て、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 

(15) （略） 

８ 条例第 16条第１項第１号の規定に該当する不当な取引方法 

(1)～(5) （略） 

(6) 申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、法令又は契約に基づく返金、原状回復又

は損害賠償に係る債務について、正当な理由なく完全な履行を拒否し、又は不当に遅延させる

こと。 

(7) （略） 

 

 


