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住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意！
住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談は、2005 年度以降に約 800 件寄せられており、
相談内容としては「訪問販売で高額な火災警報器の契約をしたが不審だ」といったものが
多い。
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火
災の発生を知らせる機器で、平成 16 年の消防法改正に伴い、新築住宅では平成 18 年 6 月
から、既存住宅では市町村条例で定める日（平成 23 年 6 月までの日）から設置が義務づけ
られることとなっている。このため、設置義務化の全面施行までに同様の消費者トラブル
が引き続き発生する可能性がある。
そこで、住宅用火災警報器の訪問販売トラブルの未然・拡大防止のために情報提供する。
１．PIO-NET

注１

（全国消費生活情報ネットワーク・システム）にみる相談の概要

（1）相談件数
住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談件数を年度別にみると、2006 年度に大きく増
加した後に一時減少したものの、2007 年度以降再び増加傾向にあり、2009 年度には 235
件の相談が全国の消費生活センターに寄せられた 注 ２ （図 1）。
図1 住宅用火災警報器の訪問販売に関する相談件数の年度別推移
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PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワーク・システム）とは、国民生活センターと
全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデー
タベースのこと。
注２
2010 年 6 月末日までの登録分。

（2）相談の特徴
2005～2010 年度の相談 827 件の内訳は、以下のとおりである。
＊不明、無回答等を除いて集計している。

①年代別
契約当事者を年代別にみると、70 歳代が 224 件で全体の 30.6％を占め、最も多い。次
いで、80 歳代（174 件、23.8％）、60 歳代（147 件、20.1％）が多く、高齢者に多いとい
える（図 2）。
②地域別
契約当事者を地域ブロック別にみると、南関東（226 件、27.9％）、近畿（147 件、18.2％）、
九州北部（144 件、17.8％）の順に多い。
③契約購入金額 注 ３
契約購入金額別にみると、1 万円以上 5 万円未満の相談が最も多く（139 件、34.8％）、
次いで 1 万円未満（93 件、23.3％）、10 万円以上 20 万円未満（50 件、12.5％）の順で
ある。また、平均契約購入金額は約 14 万円である（図 3）。
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２．相談事例
【事例 1】点検と言って高額な火災警報器を設置された
昨日、知らない男性が 2 人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないままド
アをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室 2 室の 4 か所に次々と火災警報器
を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言って、代金約 19 万円を
要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、払ってしまった。しかし高額で
後悔している。男性は名乗らなかったし、契約書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、
業者の名称が分からない。
(相談受付年月：2010 年 4 月、契約当事者：70 歳代、女性、神奈川県)

注３

複数個の機器を購入した場合には、合計金額が契約購入金額として集計されている。
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【事例 2】断ったのに銀行に連れて行かれ代金を支払わされた
突然業者に訪問され、「規則で付けている」「火災も増えているので」と火災警報器を勧
誘されたが、息子に注意するよう言われていたので断った。だが、銀行まで車で連れて行
かれ、その場でお金を払わされた。2 機取り付けて 7 万円だった。領収書などの書面はも
らっていない。知人に高額で不審だと言われた。
(相談受付年月：2010 年 4 月、契約当事者：80 歳代、女性、埼玉県)
【事例 3】4 度にわたり訪問され火災警報器を取り付けられた
介護を担当している独居の女性宅に男性 2 人組が 4 度にわたり来訪し、火災警報器を取
り付けられた。会社名が押印されていない領収書が数枚残されており合計 10 万円位になる。
業者名は不明。契約書面も探してみたが見当たらない。女性は高齢で徐々に人の顔の見分
けが付きにくくなってきている。親切にされて家に上げてしまったようだ。クーリング・
オフは可能か。(介護事業者からの相談)
(相談受付年月：2010 年 1 月、契約当事者：80 歳代、女性、兵庫県)
【事例 4】市役所から来たと訪問され強引に取り付けられた
昨日、一人住まいの母宅に「市役所から来た」と訪問があり、火災警報器を強引に取り
付けていった。80 歳代の母は突然の訪問に、冷静な判断ができなかったようだ。4 台取り
付け、5 万円支払った。手書きの粗末な領収書が残されているが電話番号の記載も無い。
市の職員かと誤解させるようなやり方で、本来なら警戒するが高齢者は信じてしまう。非
常に悪質で許せない。
(相談受付年月：2009 年 10 月、契約当事者：80 歳代、女性、東京都)
【事例 5】取り付けないと罰せられると言って勧誘された
数日前に知らない男性が、
「火災警報器を取り付けないと罰せられる」と言って警報器を
売りに来たが断った。住宅に火災警報器を付ける必要がある事は知っていたが、この業者
は怪しくないか。
(相談受付年月：2010 年 3 月、契約当事者：50 歳代、女性、滋賀県)
３．消費者へのアドバイス
（1）住宅用火災警報器の設置について家族などと相談し検討しておく
住宅用火災警報器の訪問販売トラブルでは高齢者の相談が目立っている。特に一人暮ら
しの高齢者は訪問販売トラブルにあう可能性が高いため、家族や信頼できる周囲の人など
と相談し、住宅用火災警報器の設置について検討しておく 注 ４ 。その上で、特に設置義務が
すでに適用されている住宅の場合は、できるだけ速やかに設置しておくこと。
設置場所については、寝室と階段室は全国一律に設置が必要だが、それ以外の場所（台

注４

自治体によっては住宅用火災警報器設置の助成事業を行っている場合もあるので、必要があれば居住
地の自治体担当窓口に問合せをするとよい。
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所など）は市町村によって設置場所が異なる。設置が必要な場所などについては、総務省
消防庁や自治体のホームページ等 注 ５ で確認したり、居住地の消防本部または消防署等に問
い合わせておく。
（2）住宅用火災警報器の購入や設置を依頼する場合には慎重に行う
不審な訪問販売や電話勧誘があった場合には、その場では契約せず、家族や最寄りの消
費生活センターなどに相談して検討するなど契約は慎重に行う。
また、住宅用火災警報器は大型電気店やホームセンターなどで販売されており 注 ６ 、自分
で取り付けることができるが、機器の設置を依頼する場合には、事前に見積りをとり、設
置工事の内容などを十分確認して納得した上で契約する。その際、設置後も連絡がとれる
よう業者の連絡先も確認しておく。
（3）しつこい勧誘はきっぱり断る
市役所や消防署などの公的機関を装ったり、点検やアンケートに答えるだけと言って勧誘
する事例がある。また、住宅用火災警報器を設置しないと罰せられるなどのセールストーク
も見られる 注 ７ 。不審な勧誘やしつこい勧誘に対して不要な場合は「契約しません」ときっ
ぱり断り、不審な業者を安易に家に入れない。
（4）トラブルにあったら、すぐに消費生活センター等に相談する
訪問販売や電話勧誘販売の場合、申込み書面または契約書面を受け取った日から 8 日間
は、クーリング・オフにより無条件で契約を解除することが可能である。断りきれずに契
約してしまったら、すぐに消費生活センター等に相談する。高齢者の相談が目立っている
ため、高齢者がトラブルに巻き込まれないよう、家族や周囲も注意する。
４．情報提供先
・消費者庁地方協力課
・総務省消防庁予防課
（参考）住宅用火災警報器の設置について
（総務省消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html 参照）
○義務化の時期
・新築住宅：平成 18 年 6 月 1 日より適用
・既存住宅：市町村条例で定める日（平成 23 年 6 月までの日）より適用
○設置が必要な場所
・原則として、寝室と階段に設置が必要。
・地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要となる場合もある。
○取り付け方法
・原則として、煙式の機器を取り付ける（台所や車庫などは熱式でも可）。
・天井又は壁に取り付ける。
注５

総務省消防庁ホームページ「住宅防火関係」http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html

注６

機器一個当たり数千円で購入することもできる。

注７

未設置の場合等の罰則はないが、住宅用火災警報器の設置は消防法により義務付けられている。
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