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国民生活センター相談情報部

社会の高齢化、単身世帯の増加や女性の社会
進出が進むなか、炊事や掃除、洗濯等の家事を

契約当事者の属性

代行して支援するサービスが提供されるように

掃除サービスにおける契約当事者の属性を分

なっています。一方、全国の消費生活センター

析すると、性別では男性が 1,110 件で全体の

等には、キッチンや浴室等の清掃、エアコンの

24 ％ で あ る の に 対 し、 女 性 が 3,519 件 で

クリーニング等、いわゆる
「掃除サービス」
に関

76％を占め、契約当事者の４分の３は女性と

する相談＊１ が寄せられています。そこで、本

なっています。これは家事担当の主体が女性で

稿ではこれら掃除サービスについて、最近の状

あることが影響していると思われます。
年代別では、最も多いのが70歳以上の1,623

況を報告します。

件で全体の 38％を占め、次いで多い 60 歳代が

相談件数

776 件の18％で、60 歳以上の高齢者が 56％

掃除サービスに関する相談は、毎年度 800 ～

を占めています。また、30歳代
（504 件、12％）
、

900 件程度で推移しており、横ばい傾向です

40 歳 代
（646 件、15 ％）
、50 歳 代
（623 件、

（図１）
。2012年度以降の累積相談件数は 4,814

15％）でも一定数の相談が寄せられています

件で、エアコンや換気扇のクリーニングに関する

（図２）
。自分で動くことが難しくなってきた高

トラブルの相談が多く寄せられています。

齢者の利用が多いものの、共働き世帯や単身世
帯等、幅広い年代で掃除サービスが利用されて

図１ 掃除サービスに関する相談件数
（件数）
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ます。60歳以上の年
代の割合が高いのは、
前述の理由のほか、
後述する
【事例３】の
ように、特別な低価
格サービスの提供を
きっかけに高額な契
約を勧誘する事業者
が、高齢者をねらっ

＊１ 「掃除サービス」

とは、事業者が家庭に出向いて、有料で掃除を行うサービスを指す。本稿におけるデータは国民生活センターと全国の消費生活セ
ンター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースである PIO ー 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）に登録された相談件数である（2017 年９月 30 日までの登録分）。消費生活センター等からの経由相談は含まれ
ていない。データは 2012 年度以降の分析。割合は不明、無回答等を除く。
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ていることも挙げられます。

との説明は受けていない。業者に苦情を

契約当事者の職業では、家事従事者が 1,621

言ったところ補修をしてくれたが、色が異

件で 37％、無職 1,522 件の 35％と合わせる

なるため補修の痕跡がはっきり分かる。納

と７割を超えています。一方、給与生活者も

得できない。

23％を占め、働いている人も掃除サービスを
利用している状況が分かります。

事例 3

相談内容

（30 歳代

女性）

突然自宅に電話があり、
「宣伝のた

めに通常の 20％の料金でエアコンの掃除
を す る の で 依 頼 し な い か 」と 勧 誘 さ れ、

寄せられた相談の契約形態をみると、訪問販

3,000 円で契約した。業者が来訪し、エ

売（1,549 件、37%）
が最も多く、
店舗契約
（957

アコンの掃除をした後、
「水回りに汚れが

件、23 ％）
、 電 話 勧 誘 で の 契 約（921 件、

付きにくいようにコーティングをしない

22％）が続きます
（図３）。

か」と勧められた。浴室とトイレの洗浄と

また、トラブルの内容としては、販売方法や

コーティングの契約で、支払いは 36 回の

品質、価格や料金に関するトラブルが多くみら

クレジット分割払いにして、手数料込みで

れます。

総額 35 万円程になった。落ち着いてよく

相談事例

考えると高額である。
キャンセルしたいが、
クーリング・オフはできるだろうか。

事例1



インターネットの広告を見て、自動

清掃機能付きのエアコン２台のクリーニン
グを合計約３万円で依頼した。作業後、冷
風が出なくなったエアコンがあったため、
クリーニング業者に連絡したところ
「掃除

であったためメーカーに修理を依頼したと
ころ
「温度センサーが水で濡れているが、
このような掃除は故障の原因となる。温度
センサーは保証対象なので、今回は無償交
換する。内部には黒いカビが付いており、
掃除は終わっていないようだ。掃除をやり
直してもらってはどうか」と言われた。や
り直しを求めたい。
事例２

（40 歳代

女性）

換気扇のクリーニングを依頼したと

ころレンジフードの塗装が剥げてしまっ
た。築 13 年程経過している戸建て住宅で
あるが、作業前に塗装が剥げることがある
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女性）

消費者へのアドバイス
 数社から見積もりを取り、納得したうえで
⑴複
サービスを依頼しましょう

直後には冷風は出ていた。その後に故障し
たのではないか」と言われた。保証期間内

（60 歳代

自分が望むサービスを明確にしたうえで、ど
のようなサービスがあるのか、どのように利用
できるのか、どの程度の効果がもたらされるの
かを事業者に確認しましょう。価格やサービス
内容を比較するためにも、1 社だけでなく数社
を比較・検討す
ることが重要で

図３ 契約形態別

す。   
見積もりを依

通信販売

711件 17%
訪問販売

頼する際には、
自分の希望と事
業者の認識にず
れが生じないよ
うに、コミュニ
ケーションを図
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りましょう。見積もりは必ず書面で受け取り、自

ことが重要です。事業者が賠償責任保険に加入

分の希望どおりか確認しましょう。

しているかどうか確認しましょう。

契約の際には、契約書をよく読み、業務内容、

⑶自
 宅で掃除サービスの契約を締結した場合、

料金サービス対象範囲、クーリング・オフ等の

原則としてクーリング・オフができます

解約方法、キャンセル料等について確認してお

消費者が自宅で事業者と掃除サービスの契約

きましょう。

を締結した場合は、特定商取引法の
「訪問販売」

⑵破
 損や紛失等があった場合の補償等につい

に該当します。この場合、原則として事業者は

て、事前に十分確認しておきましょう

クーリング・オフ等に関する事項を記載した契

サービス内容に不満が生じた場合や破損、紛

約書面等を交付する必要があり
（同法第４条、第

失等が発生した場合に備え、あらかじめ、見積

５条）
、消費者は書面交付から８日間はクーリン

もりや契約の段階で、事業者のトラブル対処策

グ・オフの申し出を行うことができます＊２。

や、その補償規定等について十分に確認を行う

＊２

本特集３「法的な視点からみる家事支援サービス」参照

図４ 掃除サービスを利用するときの注意点

希望の
明確化

●どこをどのようにきれいにしてもらいたいのかを明確にしましょう。
●電話等で勧誘を受けた場合は、本当に必要か考えましょう。

事業者の
検討

●ホームページ等で情報を集め、複数社を比較・検討しましょう。
●価格の情報を集め、一般的な価格を認識しましょう。
●サービスの内容、利用方法、効果を確認しましょう。
●掃除サービス業の開業には許認可等は不要ですが、掃除サービスに関する資格を有しているかや、
口コミ・評判等も参考にしましょう。

見積もり

●自分の希望と事業者の認識とにズレがないように、十分にコミュニケーションを図り、疑問点は必ず
解消しておきましょう。
●見積もりは必ず書面で受け取り、記載内容に自分の希望が反映されているかチェックしましょう。
●できれば複数の事業者から見積もりを取りましょう。

契約時・
当日

終了後・
トラブル時

●契約書をよく読み、見積もりの際に伝えた希望が記載されていることを確認し、分かりにくければ
口頭で説明を求めましょう。
●クーリング・オフや解約方法、破損や紛失等が起こった際の対処策方法等の補償規定について十分
確認しましょう。
●貴重品は必ず事前に片づけましょう。
●強い薬剤を使用することもあるため作業後は十分に換気しましょう。

●サービスについての不満、清掃箇所の破損や物品の紛失等が発生したときには、速やかに事業者に
申し出ましょう。
●破損等は写真等証拠を残しておきましょう。
●事業者との話し合いでは解決しない場合には、見積書や契約書等の書面を持参して、消費生活センター
（188）に相談してください。
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