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仮想通貨って？ 何だろう

ハイ！こちら

相談室です

―理解できなければ契約しないようにしましょう―
SNSで知り合った友人から「仮想通貨

日本国内で仮想通貨を売買する事業者は、金融

を買っておいたら、価値が倍になった。ほしかっ

庁への登録が必要です。日本で登録を受けていな

た高級オーディオが買えた」と言われ、購入を勧

い事業者は、日本で取引を行うことができませ

められた。仮想通貨とはどんなものか。購入して

ん。現在登録審査中で、みなし登録業者として営

大丈夫か。

業している会社もあります。登録業者は金融庁の

事例１

ホームページで公表していますので必ず確認し
事例２

１年前、Ａ社から「海外のＢ社から仮想

てください。

通貨を買わないか。必ず儲かる。もし元本割れし

なお、登録業者だからといって取引にリスクが

た場合は当社が買いとる」と電話があり100万

ないわけではありません。サイバー攻撃により、

円振り込んだ。最近Ａ社と連絡が取れなくなっ

保有していた仮想通貨が引き出せなくなった例

た。

や仮想通貨が流失して破綻した事業者もありま
す。仮想通貨の信頼性を揺るがす事件が起きた場

事例１のように「仮想通貨」という言葉をよく
聞くようになりましたが、トラブルも増えていま

合は、ほとんど価値がなくなってしまう恐れもあ
ります。

す。仮想通貨は、①日本円やドルなどのように、

登録業者は、購入希望者に仮想通貨の仕組み、

国が発行元となりその価値を保証している「法定

リスクについて説明をする義務があります。事業

通貨」ではありません。インターネット上で取引

者が「２～３年後には数十倍に値上がりする」な

される電子データです。②仮想通貨の価格は急激

どの説明をしているケースが見受けられますが、

に低下するリスクがあります。２ケ月で価格が約

事業者の言葉をうのみにせずに、説明が理解でき

５分の１に急落したケースもありました。

ない場合は、契約しないようにしましょう。

事例２は、単に代金をだまし取る詐欺業者で
す。実際は仮想通貨の取引をしていないのに、仮
想通貨を取引したように装う事業者や、殆ど取引
されていない仮想通貨を取扱う事業者もいます。
再生紙を使用しています。
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困ったときは消費生活センターへ

TEL

5803-1106

E0217002

高齢者向け住まいの種類と現状について
公益社団法人全国有料老人ホーム協会

稲田

順一

高齢期をどこでどう暮らすかは、誰もが直面する問題となっています。元気なうちに自分に合った
ホーム探しをする、あるいは一人暮らしが困難な状態になったらホームに入居するなど様々です。国は
自宅で暮らし続けられるよう「地域包括ケア」
等の施策を実施していますが、65歳以上の要介護認定者
566万人の中の約３割の方々は、何らかの施設を利用して生活しているのが現状です。

高齢者向け住まいの種類と現状
下記は高齢者向け住まいの全国の定員数の推移ですが、ご覧の通り様々な種類の高齢者向け住まい
があり、年々その数も増えています。

高齢者向け住まい・施設の定員数
（単位：人・床）

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

特養

介護付：約23万人
住宅型：約23万人

有料老人
ホーム
老健

サ高住
認知症GH
軽費
養護
介護療養
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大まかにまとめると施設ごとに下記のような特徴があります。

公的施設

介護老人福祉施設
（特養）

要介護3以上の方が対象となります。

介護老人保健施設
（老健）

自宅復帰のための施設として位置付けられており長
期の利用はできません。

介護療養型医療施設
（介護療養）

（※平成30年4月より介護医療院となりました）

医療的な処置を必要としている方が対象となります。

民間施設・住まい

軽費老人ホーム

福祉施設ですので費用負担が安く抑えられています。

養護老人ホーム

経済的困窮者が対象となります。

有料老人ホーム

入居時自立の方向け・要介護の方向けのホームなど
サービス内容により費用負担にも幅があります。

サービス付き高齢者向け住宅
（サ高住）

安否確認と生活相談サービスが付いた住宅です。

認知症グループホーム
（ＧＨ）

認知症の診断のある方が対象になります。

上記の様にさまざまな制約があることなどから、ある程度経済負担をしても、民間施設・住まいであ
る有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を選択される方も増えています。

「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」
安否確認サービス・生活相談サービスを行う高齢者向け住宅として、
「サービス付き高齢者向け住宅」
が作られましたが、同時に老人福祉法上、「食事、介護、家事、健康管理のいずれかを提供していれば、
有料老人ホーム」と位置付けられています（29条）
。実際に、
「サービス付き高齢者向け住宅」
のうち、約
95％は「食事の提供」を行っており、「有料老人ホーム」でもあります。住まいのご選択の際には「サー
ビス付き高齢者向け住宅」も「有料老人ホーム」
としてお選びいただいて差し支えありませんが、とくに
「サービス付き高齢者向け住宅」については、安否確認と生活相談サービス以外のサービス内容や費用
に差がありますので、確認が必要です。

有料老人ホームの分類
有料老人ホームは、介護サービスの提供方法により大きく以下の２つに分類されます。
類型

介護保険対象サービス提供方法

介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)

介護保険対象サービスは、有料老人ホームの職員が提供

住宅型有料老人ホーム

介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地
域の介護サービスを利用

実際に、住まいをお選びになる際には、あらかじめどのようなサービスの提供を受けたいのかを整理
し、基本的な住まいの違いを理解した上で、老人ホーム協会等の窓口
（筆者の
（公）
全国有料老人ホーム
協会TEL 03-3272-3781でもお受けしています。
）
に相談したり、見学に行ってみたりして、具体的
なイメージを持っておくことが必要です。
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「消費生活推進員」養成講座

くらしに役立つ知識を身に付けたい！

啓発活動に協力したい！

消費生活センターでは、相談業務とともに、消費者被害の未然防止や消費生活に役立つ情報普及のために、
啓発活動に取り組んでいます。
そこで、区と一緒に啓発活動を行う
「消費生活推進員」の養成講座受講生を募集します。

消費生活推進員とは・・・

啓発活動の時期は・・・

区が実施する出前講座・イベント時や、家族・近

講座修了後２年間、区の依頼に応じ、

所の方に悪質商法手口を伝えてもらうなど、
「消費

可能な範囲で啓発活動に協力していた

者被害の防止」、その他「消費生活に関する知識や情

だきます。

報」
の紹介や普及のため、啓発活動に協力していただ
く方のことです。

養成講座の内容は・・・

消費生活推進員になっていただくためには、全10
回の養成講座を修了していただく必要があります。

⑴契
 約や悪質商法、生活に欠かせない
衣食住の関連知識などを学習します。

（
 ６/21、 ６/28、 ７/５、 ７/19、

推進員になるまでの流れ
推 進 員 登 録

講座受講１回

検定試験受験

講座受講９回

受 講 申 込 み

９ / ６、 ９ /13、 ９ /20、10/ ４、
10/25

全９回）

⑵ 日本消費者協会が実施する消費者力
検定試験を受験します。（11/８）
⑶ 検定試験の結果、１級～４級に認定
された方は、さらに啓発活動に関す

受講者全員
日

講

時：６月から１月までの午後６時30分～午後
８時30分（原則木曜日）
場：産業とくらしプラザ研修室
（文京シビックセンター地下２階）
師：一般財団法人 日本消費者協会

対
定

象：18歳以上の区内在住・在勤・在学の方
員：30人（超えた場合は抽選）

会

文京区消費生活センター

費

用：無料（ただし、テキスト代・検定試験受験
料の計6,000円程度は各自負担）
申込み：申込書を郵送、FAXまたは持参のいずれか
で下記へ
※応募要領と申込書は下記で配布
（区ホームページにも掲載）
締切：

※祝日・年末年始を除く）

5

月

23

日（水）必着

東京メトロ南北線

文京シビックセンター
最寄駅

文京区コミュニティバス
B-ぐる
文京シビックセンター

東京メトロ丸ノ内線・南北線

TEL 5803-1105／FAX 5803-1342
相談専用 TEL 5803-1106
9:30～16:00（月～金

（平成31年１/17、全１回）

●地下鉄

〒112-8555
東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター地下2階

受付時間

る実務知識を学習します。

検定試験１～４級に
認定された方のみ

都営大江戸線
東京メトロ
丸ノ内線

都営三田線・大江戸線

都営バス
春日駅
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ぐる

春
日

春日通り
春日
後
白
文京シビック
楽
山
園 センター（地下2階） 通
り
後楽園

●都営バス
●文京区コミュニティバスB

都営三田線

東京ドーム

