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新型コロナウイルス感染症に便乗した�
�違法な貸付けにご注意を!

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による失業や
収入減などに便乗した、違法な貸付けが広がりを見
せています。特に、SNSやインターネットの掲示
板などを通じて、見知らぬ人同士が金銭の貸し借り
をする「個人間融資」や、給与の債権を売れば金銭
を受け取れるなどと宣伝する「給与ファクタリング」
という手法によるトラブルが増えています。

　違法な貸付けの被害に遭うことのないよう、その
手口や被害事例を確認しておきましょう。
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Q．�SNSやインターネットの掲示板などを通じた
「個人間融資」は、どのように勧誘されるので
しょうか？

A．� SNSで、検索にヒットしやすくするためのハッ
シュタグと呼ばれる＃記号を付けて「#個人
間融資」や「#お金貸します」といった内容
の書込みで勧誘しています。また、インターネッ
トの掲示板で「お金貸します」といった書込み
を行い、勧誘しているケースもあります。
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Q．�個人がお金を貸す場合でも�
違法な貸付けにあたるのですか？

A．� 個人がお金を貸す場合であっても、貸金業法の
規定に抵触する場合があります。まず、繰り返
し金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸
金業」に該当し、貸金業登録が必要となります。
また、不特定多数が閲覧できるSNS等で「お
金貸します」などと書き込んで契約の締結を勧
めることは、貸金業法の規定に抵触するおそれ
があります。

	 これらの貸金業の無登録営業及び無登録業者に
よる勧誘は、いずれも刑事罰の対象となります。
個人であっても、貸金業の無登録営業は「ヤミ
金融」となりますので注意が必要です。
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Q．�個人間融資では、どのようなトラブルが�
発生しているのですか？

A．� 個人間融資では、個人であることをうたったヤ
ミ金融業者により、違法な高金利での貸付けが
行われるほか、個人情報が悪用されるなどして、
犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があ
ります。実際に、免許証や勤務先などの個人情
報がSNSで拡散される…といった被害も起き
ています。
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Q．�もうひとつの「給与ファクタリング」は�
どのような手口なのですか？

A．� 個人が勤務先から受け取る給与を買い取ること
をうたって、手数料を引いたお金を渡し、給与
の支払日などに、手数料を含めた金額を個人か
ら回収するというものです。このような給与
ファクタリングを営むには貸金業登録が必要で、
無登録で給与ファクタリングを営む者は違法な
ヤミ金融業者です。
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Q．�「給与ファクタリング」の仕組みは、�
給与の前借りをするような、気軽な感じにも�
受け取れてしまいますね。

A．� 給与ファクタリングでは、ヤミ金融業者により、
年率に換算すると数百％にもなる手数料を支払
わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡と
いった悪質な取立ての被害を受けたりするおそ
れがあります。また、高額な手数料を支払わさ
れることで、本来受け取る給与よりも少ない金
額しか受け取れなくなるため、経済的生活がか
えって悪化し、生活が破綻するおそれもあります。
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Q．�万が一、怪しいところでお金を借りてしまった
り、トラブルに巻き込まれた…という場合は、
どうしたらよいですか？

A．� 少しでも不審に思ったり、トラブルでお困りの
際には、迷わずに以下の相談窓口にご連絡くだ
さい。

	 •			全国統一の警察相談専用電話�
「#9110」

	 •		�金融庁金融サービス利用者相談室�
(0570-016811)�
（IP電話からは03-5251-6811）

	 •				消費生活センター（188）
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Q．�生活費や金銭面での相談をしたい場合は、�
どこに相談すれば良いですか？

A．� 生活資金にお困りの方には、公的貸付制度があ
りますので、市区町村の社会福祉協議会にご相
談ください。

　個人間融資や給与ファクタリングでの貸付金額
は、数万円など小口のものが多いと考えられますが、
繰り返し利用してしまうなどにより、業者に支払う
金額があっという間に膨れ上がるおそれがあります。
そして、業者に支払うために、さらに別の違法な貸
付けの利用を繰り返すという悪循環に陥ってしまい
ます。ヤミ金融業者からは絶対に借入れをしないで
ください。
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ご協力ください!��
献血は命をつなぐボランティア

　誰かの命を救う献血。皆さんの善意による献血に
よって多くの患者さんが救われます。献血について、
一緒に理解を深めてみませんか？

Q．�なぜ、献血は必要なのですか？

A．� 血液は、人工的に造ることができず、長期保存
もできません。そのため、献血によって医療機
関の需要に応じた必要な量だけ血液を集めてい
ます。血液を安定的に確保するには、継続的に
１日あたり約１万３千人の方にご協力いただく
必要があります。また、おひとりが１年間に献
血できる回数や量には上限があるので、より多
くの方のご協力が必要です。
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Q．�毎年１月と２月には、「はたちの献血」�
キャンペーンを展開していますね。

A．� 近年は10代から30代の若い世代の献血協力
者が減少していて、この20年間で約220万人
減少しています。また、献血者が減少しがち
な冬期に安全な血液製剤を安定的に確保するた
め、あらたに成人をむかえる「はたち」の若者
を中心に、広く献血へのご理解とご協力を呼び
かけるのがこのキャンペーンの狙いです。
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Q．�献血は誰でもできますか？

A．� 献血基準を満たした16歳から69歳までの方
なら可能です。ただし、患者さんに安全な血液
をお届けするために、献血基準のほかに、献血
できる条件があります。例えば、最近歯の治療
や予防接種を受けていないこと、海外から帰っ
たばかりでないこと…などです。また、服薬中
の方は薬の種類によって献血をご遠慮いただく
ことがあります。不安な方は問診医にご相談く
ださい。
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Q．�献血はどのような手順で行われるのでしょう
か？

A．� 献血は、次の手順で行われます。

	 １.	受付

	 ご本人確認の後、献血の副作用や血液の利用目
的などに同意をした上で、申し込みをします。

	 2.	質問への回答

	 健康状態をうかがうため、質問に回答していた
だきます。

	 3.	健康診断

	 医師による問診と血圧測定を行います。その
後、ヘモグロビン濃度測定、血液型事前判定を
行い、医師の判断を得て採血へと進みます。
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	 4.	採血

	 採血に要する時間は、全ての血液成分を採血す
る「全血献血」では15分程度、一部の成分だ
けを採血する「成分献血」では採血量に応じて
40分から90分程度です。

	 5.	休憩

	 献血後は、十分に水分を補給して、少なくとも
10分以上休憩してください。

	 6.	カードの受け取り	 　

	 最後に献血カードをお渡しします。献血カード
には次回献血可能日などが書かれています。
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Q．�献血はどこでできますか？�

A．� 献血は、毎日稼働している献血バスと常設の献
血ルームで受け付けています。日本赤十字社の
ホームページでは、お住まいの地域の献血ルー
ムや献血バス運行予定などを掲載しています。
「日本赤十字社　献血」で検索してみてくださ
い。献血会場への補助犬の受入れも実施してい
ます。補助犬の同伴を希望される方は、ご来場
予定の献血会場にあらかじめご確認ください。
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Q．�献血会場での新型コロナウイルス感染防止対策
はどのようにされていますか？

A．� 献血会場では従来から感染症対策を行っていま
すが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、
さらに徹底した対策を講じています。職員や来
場者については体温測定、手の消毒、マスク
の着用を行い、会場については、機材の消毒、
換気を行っています。また、会場の密集や密接
を防ぐために予約での献血を推奨しています。
献血会場に電話でご予約ください。また、献血
カードをお持ちの方は、WEB会員サービス「ラ
ブラッド」で、WEB予約も受け付けています。
感染防止対策と献血への継続的な参加のために
も、こうしたご予約による献血にご理解とご協
力をお願いいたします。
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　献血は身近にできるボランティアです。血液を必
要とする患者さんに安定的に血液が届けられるよう
に、皆さんのご協力をお待ちしています。

　献血に関して、さらに詳しく知りたい方は、日本
赤十字社のWEBサイトをご覧ください。「日本赤
十字社　献血」で検索をお願いします。
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SNSの誹謗中傷�
あなたが奪うもの、失うもの�
～＃NoHeartNoSNS��
　�（ハートがなけりゃSNSじゃない!）～

　SNSなどの普及に伴い、インターネット上で気
軽に自由なコミュニケーションを行うことができる
ようになった一方で、他人を傷つける心ない誹謗中
傷の投稿が深刻な社会問題となっています。相手を
傷付けない為に、自分が傷つかない為に、どうすれ
ばよいのか、考えてみませんか？
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Q．�どのようなトラブルがあるのでしょうか？

A．� 以下のような事例があります。

	 •			何らかの事件に関して全く無関係の人が犯人
だと疑われ、実名やSNSのアカウントが特
定されて、誹謗中傷された

	 •			テレビ番組に出演した有名人に対して、番組内
での言動を巡りSNS上で誹謗中傷が行われた

	 •			新型コロナウイルス感染者に対して、誹謗中
傷や差別発言が行われた

Q．�SNSに投稿する際は、どんなことに�
注意するとよいですか？

A．� 他人を傷つけないためにも、次の３つのことに
注意してください。



47

� 1.�� �誹謗中傷と批判意見は異なるもの、という
意識をもつ。相手の人格を否定する言葉は
誹謗中傷です。

� 2.�� �匿名性による気のゆるみ。普段なら口にし
ない言葉もネットでは使ってしまいがちで
す。匿名でも技術的に発信者は特定できる
ことを忘れないでください。

	 3.�� �カッとなっても立ち止まってみる。いら立
ちや怒りのまま勢いで投稿してしまわない
よう習慣をつけましょう。

	 自分の投稿で他人が傷つく可能性を想像し、誹
謗中傷を行わないよう心がけることが重要です。

	 また、SNSでの発言は、一旦炎上して広がり
始めるとコントロールが効かなくなりますし、
ネットで拡散された情報は、ずっと残ってしま
うので、注意が必要です。
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Q．�SNSなどへの投稿が、法的に責任を問われる
ケースもありますか？�

A．� SNS上の誹謗中傷の投稿は、たとえ匿名でも、
技術的に発信者は特定できるため、民事上・刑
事上の責任を問われ、慰謝料請求などの訴訟に
まで繋がる可能性があります。また、「リツイー
ト」「リグラム」「リポスト」など、他人の投稿
で共感したり気に入ったりした情報をそのまま
投稿して他者に広めた人も、それが誹謗中傷で
あった場合は、“広めることに加担した”とみ
なされ加害者になり得ます。
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Q．�自分が誹謗中傷の被害を受けて傷付いた時は、
どのような方法で自分を守ればいいですか？

A．� まず、「誹謗中傷は多数意見ではない」ことを
思い出してください。次に、誹謗中傷の投稿か
ら距離を置きましょう。よく使われるSNSに
は、やり取りをコントロールする機能が備わっ
ています。ブロックやミュートといった、投稿
を非表示にする機能を使い、悪意のある投稿を
「見えなくする」ことをおすすめします。

	 また、傷つけてくる言葉に、我慢してばかりい
る必要はありません。SNSにもルールはあり
ます。人権侵害などのルール違反については、
SNS上に投稿の削除を依頼できるページやメ
ニューがあるので確認してみてください。
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Q．�SNS上でのトラブルについて相談できる窓口
はありますか？

A．�「違法・有害情報相談センター」は、インター
ネット上の違法・有害情報への対応に関する相
談を、WEBサイトから受け付けています。専
門知識を持った相談員が、誹謗中傷の書き込み
を削除する方法などについて丁寧にアドバイス
します。
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　SNSは私たちの生活を便利にしてくれるもので
あって、決して誰かを傷つけるためのものではあり
ません。一時のマイナスな感情や、情報不足が原因
で、誰かを傷付けてしまったり、逆に傷ついてしまっ
たりするのは、本当に残念なことです。SNSにつ
いて正しく知った上で、適切に利用しましょう。

　総務省は、法務省及び事業者団体と共同で、
「#NoHeartNoSNS（ハートがなけりゃSNSじゃ
ない！）」をスローガンに、SNS等における誹謗中
傷対策に取り組んでいます。スローガンに関連し
た特設サイトや、総務省が作成・公表している「イ
ンターネットトラブル事例集（2020年版）	追補版」
では、SNS上のやり取りで悩む方に役立てていた
だくための対処方法や相談窓口などをご紹介してい
ます。「ハート　SNS」で検索してみてください。
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ソーシャルビジネス支援��
～社会的課題の解決にビジネスの手法で�
　取り組む方を後押しします～

　高齢者や障害者の介護・福祉、子育て支援など、
私たちの周りには様々な社会的課題があります。こ
のような社会的課題を寄付金や助成金だけに頼ら
ず、ビジネスの手法をもって解決に取り組む、「ソー
シャルビジネス」と呼ばれる活動が大きな注目と期
待を集めています。ソーシャルビジネスと、その担
い手の皆さまを支援する国の取組をご紹介します。
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Q．�ソーシャルビジネスとはどんな事業なのですか？

A．� ビジネスの手法を用いて、地域・社会の課題解
決に取り組む継続的な事業のことです。

	 社会的課題やニーズを“市場”として捉え、そ
れを解決するための取組を、持続的な事業活動
として展開します。

Q．�ソーシャルビジネスと一般企業とはどのような
違いがありますか？

A．� 両者の最大の違いは、事業で達成すべき「目的」
です。一般企業の営利事業の目的は利益の追求
ですが、ソーシャルビジネスでは「社会的課題
の解決」を最優先に考えます。
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	 ソーシャルビジネスは、日本では次のように定
義されます。

	 ①社会性：	現在解決が求められる社会的課題に
取り組むことを事業活動のミッショ
ンとすること

	 ②事業性：�そうした課題の解決にビジネスの手
法で取り組み、継続的に事業活動を
進めていくこと

	 ③革新性：	新しい社会的商品・サービスやそれ
を提供するための仕組みを開発した
り、活用したりすること
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Q．�ソーシャルビジネスの活動事例を教えてください。

A．� ケース１

【NPO法人SMSC�～茨城県稲敷市】

分野：障害者福祉
	 事業内容
	 働く場と一般企業への就労を目指す訓練の場を
提供する事業所「おんらが村」を運営。精神的
障害のある方へ「働く・住む・相談する」とい
う３つの生活支援を実施。

	 ミッション
	 病気や障害に関わらず、全ての人が住み慣れた
町で安心して暮らし、自分らしい生活ができる
地域社会の実現。
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	 ケース２

【NPO法人寺子屋方丈舎�～福島県会津若松市】

分野：子育て支援

	 事業内容

不登校や引きこもり、高校中退等が原因で学校
に通わない子どもたちを対象としたフリース
クールや、学校に通う子どもたちも参加できる
宿泊型自然体験事業を運営。

	 ミッション
	 学校に行く子も行かない子も、未来の大人とし
て成長していける社会の実現。
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Q．�ソーシャルビジネス拡大への課題はあるのです
か？

A．� 利益目的の事業ではない為、資金繰りの安定化
には苦労されるようです。そこで、ソーシャル
ビジネスの普及を推進するために、日本政策金
融公庫では、資金面での支援をおこなっています。

	 「ソーシャルビジネス支援資金」はソーシャル
ビジネスに取り組む方のための融資制度です。
保育サービス事業や介護サービス事業等を営む
方に対しては特別利率が適用されます。
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Q．�資金面以外での支援もありますか？

A．� 専門家による経営ノウハウ等の解説や、お客
様の取組み事例など、経営をサポートする様々
な情報を日本公庫WEBサイトで発信してい
ます。また、地方公共団体・地域金融機関・
NPO支援機関等と経営課題の解決を支援する
ネットワークを構築し、各支援機関の施策・サー
ビスをワンストップで提供しています。
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　「困っている人を支援したい」「自分の技能を社会
に役立てたい」と、色々な立場の人が、様々なソー
シャルビジネスを通じて社会と関わっています。そ
れは、活動に関わる人々のやりがい、新たな雇用や
市場の創出につながり、地域の活性化へ大きな役割
を担っています。

　日本公庫では、融資による支援はもとより、様々
な形でソーシャルビジネスの担い手の皆さまを支援
しています。

　もっと詳しく知りたい方は、日本公庫WEBサイ
トの「ソーシャルビジネスお役立ち情報」をご覧く
ださい。「日本公庫　ソーシャルビジネス」で検索
をお願いします。



この広報誌は、「政府広報オンライン」でも
お知らせしています。

また、音声によるご案内もしています。

●政府広報オンライン●
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