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は じ め に

《文京区消費生活展》は、行政と区内の消費者団体、事業者などの協力団

体の三者により、消費生活に役立つ情報を発信するイベントとして、毎年開

催しています。昭和 42年度に区役所別館にて開催された《消費者展》を初

回とする、歴史ある事業です。

今回は「情報を活かす私の消費生活」をテーマに、区のホームページの中

で、デジタル開催といたしました。

消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活に深くかかわる情報をお

届けします。

また、クイズに挑戦して回答を送ってくださった区内在住・在勤の方に、

景品のプレゼントもありますので、ぜひ、ご参加ください。

本書は、各出展団体からのメッセージを凝縮してこの一冊にまとめました。

ゆっくりお読みいただき、得られた情報を更に深め、皆様のくらしの中で活

用していただければ幸いです。

 2021 年２月

 文京区消費生活センター
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○×クイズに挑戦！！

Q1
消費生活について相談したいときにかける電話番号は、188 番（消費者ホットライン）
である。〇か×か。

Q2
 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いた。差出人は「民間
訴訟告知センター」となっており、連絡しないと法的手続きをとると書かれている。身に
覚えはないが、はがきに書かれた電話番号に連絡しようと思う。〇か×か。

クイズのヒントは最後のページへ
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消費者団体紹介

東都生協 文京区連絡会
1973 年に、『家族に安全な牛乳を飲ませたい』という想いから生まれた生協。私達組合員
はできるだけ国産品を利用し、日本の農業が元気になる食料自給率ＵＰを願い、いのちをつな
ぐ大切な食べ物を未来につなげたいと「食の未来づくり運動」に取り組んでいます。

文京区消費者モニターサークル
文京区には、以前、消費者モニター制度があり、そのＯＢ・ＯＧが消費者問題を引き続き勉
強していこうということで発足しました。毎年、テーマを決め、その学びの研修会やバス研修
会を実施しております。また年に数回、消費者見学会も実施しております。

パセリの会
1968 年創立、保健所主催の「栄養教室修了者」と「食に関心のある方」の集まりで、料理
の会です。親睦を深め、知恵を出しあって活動し、『ハッピーベジタブルフェスタ』『消費生活
展』『アンテナスポットにおける消費者企画展』などで “食 ” の情報発信を行っています。

消費生活推進員の会
文京区消費生活推進員養成講座の修了生を中心に有志が集まって勉強会・情報交換や啓発事
業の企画・実施などの活動を続けています。消費者の『詐欺被害の防止』や『環境問題』そし
て『自然災害への準備』などについて分かりやすい情報の伝達に努めています。

新日本婦人の会 文京支部
1962 年の創立以来、くらし、子育て、平和など女性の願いを実現するために活動していま
す。会員の要求で健康や趣味のサークルを作って楽しんでいます。また、食の安全を求めて野
菜・米・肉・大豆の産直運動に取り組み、生産者とも交流しています。

文京区消費者の会
多様化する消費生活の諸問題を勉強し、消費者が社会に対応していくために積極的に、啓蒙
啓発活動を行っています。一方で環境に配慮した商品の購入やサービスの推進を図り、グリー
ンコンシューマーリズムの普及を目指し、活動に励んでいます。

ＮＰＯ法人 フード・風土
2010 年１月にＮＰＯ法人として成立しました。私達は食べ物や食べることを大切にしてい
く仲間を増やしていくための活動をしています。また、消費生活センターから依頼を受けて、
毎年夏休みに「空きびんリメイク」や「親子料理教室」などの講座を企画しています。
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東都生協 文京区連絡会

国産応援

工場見学と手作り体験 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち組合員の活動 

  

 

子どもたちも収穫体験 

東都生協では 

産地へ訪問、交流 

日本の食料自給率は他の先進国に比べてかな
り低いです。カロリーベース１％向上のために
は・・・ 

ご飯を 1 日にもう一口 
国産米粉パンを月にもう 6 枚 
国産大豆 100%の豆腐を月にもう 2 丁 
国産小麦 100%のうどんを月にもう 2 玉 

食べましょう！ 

国新世代チャレンジプロジェクト 
新しい産直に挑戦する若い生産者を、職員、組
合員ともに応援する取り組みをしています。産
直が次の世代に受け継がれることは、私たちの
食の未来づくりにつながり、それは子どもたち
の未来、日本の未来へとつながります。  

産原料へのこだわり」「つくり手のこだわり」「自

然環境配慮へのこだわり」など 東都生協なら

国産ここく原料へのこだわり」「つくり手のこだわり」「自然環境配慮へのこだわり都生

協ならではの独自性がある産直・国産食材の利用を進めています。食料をめぐる不安が地

球を覆う今、将来にわたって食の安心を確保していくためには、日本の食料自給率と自給

力を向上させていくことが必要と考えたからです  

 

国内の食料消費が、国産でどの程度賄えているかを示す指標。 
食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースが 

あります。 
令和元年度の日本の食料自給率は、カロリーベースでは    となりました。 

食料自給率とは 

「国産原料へのこだわり」「つくり手のこだわり」「自然環境配慮へのこだわり」など、
東都生協ならではの独自性がある産直・国産食材の利用を進めています。食料をめぐる不
安が地球を覆う今、将来にわたって食の安心を確保していくためには、日本の食料自給率
と自給力を向上させていくことが必要と考えたからです。 

親世代が培ってきた技術や想いを継承
し、新しい産直に挑戦する若い生産者を職
員、組合員ともに応援する取り組みをして
います。産直が次の世代に受け継がれるこ
とは、私たちの「食の未来づくり」につな
がり、それは子どもたちの未来、日本の未
来へとつながります。  

新世代チャレンジプロジェクト 

農林水産省ホームページ参考 

38％ 

生産者･メーカーと交流することでお互いの事情を
理解しあい、信頼の絆を強めています。 
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文京区消費者モニターサークル

ちくわとかまぼこ

ちくわ・かまぼこは、豊富な栄養素を持ち、食生活において重要な役割を担っています。今回、研修会「ちくわ・
かまぼこ手作り体験」を実施し、学んだことを発表します。 

「かまぼこ」の豆知識 
１｜なぜ「かまぼこ」と言うのか 

千年以上前のかまぼこは、すり潰した魚肉を、棒に巻いたり、鉾の先につけて焼いたりしていました。この形
が植物の蒲の穂によく似ていたことから、「がまのほ」と呼ばれ、いつしか「蒲」と「鉾」がくっついて「かま
ぼこ」と呼ばれるようになったと言われています。 

２｜どうして「板」についているの 
かまぼこ板が、かまぼこの水分を出し入れすることで、かまぼこの一定の水分量を保ってくれます。この働

きが、品質劣化や腐敗防止につながっているのです。 

３｜板からはがすのが先か身を切るのが先か 
板には防腐効果があるので、一度に食べ切れない場合には、残りを板についたままにするのが日持ちのコツ

です。食べる分だけ切って、残った分は板からはがさないようにして保存しましょう。 

４｜おいしい厚さ 
かまぼこの切り方には、半月型とそれを更に半分にした銀杏型とあります。半月型は厚さ 12 ㎜、銀杏型は 15

㎜に切るのがおいしいと言われています。 

５｜かまぼこはプリン体が少ない 
かまぼこは、プリン体が極めて少ない食品です。これは、かまぼこを作る際に、魚の身を水でさらすため、水

に溶けやすいプリン体が溶け出し、その量が大幅に減少するためです。 

竹輪は煮物のかくし味 
１｜うまみ成分、イノシン酸 

煮物には竹輪が欠かせません。なぜなら、煮ることにより魚に含まれるイノシン酸などのうまみ成分が溶け出す
からです。 

２｜うまみの相乗効果 
イノシン酸は昆布などに多く含まれるグルタミン酸と相性が良く、うまみの相乗効果が得られることもよく知

られています。 
野菜だけではコクが出ず、ついつい調味料をたっぷり使って素材の味を台無しにしてしまいがちですが、竹輪
を上手に使うと効果的です。調理時には切断面を広くとると、うまみが溶け出しやすくなります。 

３｜焼いた竹輪 
竹輪を「焼く」工程でメラノイジンという物質が生成され、これが風味付けに一役買っています。外側の香ば

しさと内側からにじみ出るうまみ、かくし味に最適ではないでしょうか。 

出典：鈴廣 かまぼこ博物館「かまぼこ豆辞典」より 
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パセリの会

“スプラウト”ってなぁに？

スプラウトは植物の新芽の総称で芽と茎を食用とする【発芽野菜】です。 

 

古くから食用に栽培されていました。家庭で手軽に手に入るモヤシもマメ科のスプラウトの一つで、
古くは 5000 年前の古代中国ですでに栽培されていたようです。そのほか、18 世紀に英国で活躍し
た海洋探検家ジェームズ・クック（通称キャプテン・クック）が、航海中の船上で大麦のスプラウト
を栽培し、船乗りたちの栄養補助源として食べられていたことでも有名です。～ウィキペディアより～ 

 スプラウトの 特 徴  
乾燥した種子の状態では存在しなかった種類のビタミンやその他栄養素を水と光・湿度といった 
条件が満たされると新陳代謝が活発化し発芽を始めます。成熟した野菜や穀物に比べるとカロテン・ 
ビタミンＢ・Ｃなどが多く含まれ、「スプラウトは、生のサプリメント」と言われる由縁です。  

 スプラウトの 種 類  
カイワレ大根・・・ ビタミンやミネラルが豊富                          
豆苗（とうみょう）・・・中華野菜、油と相性が良い。食物繊維、ビタミン、ミネラルを含む。  

なかでもカロテン（粘膜を保護する作用）が多い 
ブロッコリースプラウト・・・スルフォラファン（抗酸化作用）やカロテンが多く含まれる。 
アルファルファ(糸もやし)・・・シャリッとした歯触りで、豆独特の風味タンパク質、ビタミン C、

カリウム、食物繊維を多く含む 
緑豆⇒もやし・・・ カリウム、葉酸、食物繊維が多い 
大豆⇒大豆もやし・・・豆がついているもやし、韓国料理のナムルなどに用いる 
ソ バ の 芽・・・赤い軸が特徴、ルチン（高血圧を予防すると言われている）が多い 

 スプラウトの使い方  
 つけあわせや薬味にひとつまみ 

そば、そうめん、冷やっこ、納豆、みそ汁、スープの具など 
 肉や魚料理に 

消化しにくい肉・魚には酵素の豊富な 
スプラウトで体への負担がすくなくなる 

 ご飯との相性よし 
丼物、チャーハンのトッピング、手巻き寿司の具 

 洋食や中華にも 
サンドイッチの具、オムレツ、スパゲッティなど 
中華料理は油っぽいものが多いので、トッピングするとサッパリ。 

スプラウトは植物の新芽の総称で芽と茎を食用とする
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消費生活推進員の会
エシカル消費はあなたの身近に

～SDG’s みんなで創る未来の地球～

 

 

 

 

エシカル（ethical）とは「倫理的」の意で、環境や社会に配慮した製品やサービスを選んで消費することをエ
シカル消費といいます。これは「持続可能な生産と消費パターンの確保」にもつながる消費行動です。 

エシカル消費 かるた ～消費生活展編～ 

文京の 街に聞こえる 伝統工芸  
 代々伝える工芸品や、老舗の銘菓店など、大事な文化です 

気が付けば 進む 地球の温暖化  
 異常気象の常態化、海水温度の変化などは私たちの生活に影響も 

よそには負けない たしかな商品 福祉のお店は元気です 
 自立への後押しの気持ちを常に持ちましょう 

海の中 マイクロプラスチックが 暴れだす 
 海洋へ流れ出したプラスチックは数百年間消滅しません 

くれる から 買う時代なら 脱レジ袋 
 日本は年間 300 億枚がごみへ、いまから直ぐにエコバッグへ切り替えよう 

みんなの 手と智恵 被災地支援 
 被災地の皆さんの製品に目を向けて、応援・支援の消費も 

外国の 友とつながる フェアトレード 
 開発途上国の商品を適正価格で購入、立場の弱い生産者・労働者の自立を 

おいしいね 食品ロスを なくそうね 
 日本のロス数値は異常です、必要なものを必要なぶんだけの購入へ 

点数は 合格点かな グリーン購入 
 生産に環境負荷が少なく、ごみがすくなくなる商品を選びましょう 

本来の 役目終えても アップサイクル 
 元のモノの特徴をいかして、より良いものに作り変えてみましょう 

人気の秘密は 新鮮さとエコです 地産地消 
 生産地から食卓までの近さが「地域活性化」「環境負荷の低減」に 

き

ょ

う

く

が

お

て

に

み
ん

ほ
ん

ぶ
ん
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新日本婦人の会 文京支部

私たちと種苗法

〇 種は数千年にわたり人類と地域が守り、育ててきた共有資源です。 

〇 １９６０年ごろまで生産される野菜のほとんどの種は地域の伝統

品種でした。 

〇 １９７８年「種苗法」が制定 

〇 １９９０年代前半、遺伝子組み換え作物の開発が進み、日本にも 

輸入される。 

〇 ２０１７年「種子法」廃止で、米、麦、大豆の優良種子の開発や 

普及を義務づけた法律がなくなった。 

〇 自家増殖は原則禁止となり、「種は誰のものか」が大きな問題と 

なっている。 

〇 作物の元となる種のことを知りましょう。 
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文京区消費者の会

海を想う
 

あなたにとって、海はなんですか 

あなたは海と共に生きる人生を選びますか 

あなたの人生に美しい海は必要ですか 

海が壊れる 

東日本の大震災では海に対する認識を改めることとなりました。津波の脅威
は海との距離感を再考させましたが、それでも人々は海を愛していると、語りま
す。そんな大切な海を私達は、経済発展や利権獲得のため身勝手に利用してきま
した。 

海洋全体の生態系や環境問題は後回し、というスタンスは変わっていません。 
乱獲漁業や海洋汚染で異常が発生した際も、汚染魚を食べないという対処的対
応に、留まっているのが現状です。海そのものへのダメージに対しては未だ議論
が未熟だと感じます。 
 原発による排水汚染は勿論のこと、漂着するペットボトルやレジ袋、発砲スチ 
ロールの膨大な量には驚愕します。それらが波により砕かれ極小化された＜マ
イクロプラスティック＞も喫緊の課題です。 
 プランクトンと同時に漁類の体内に蓄積され、食物連鎖から人間にも影響を
及ぼすとの指摘です。 
私達一人ひとりが＜自分たちの海＞に対する関心を高め、海の美しい将来に、 
積極的に関わることが共通のテーマになることを願います。 
 

 

 

 

  

 

 
出典：公益社団法人 日本環境教育フォーラム 
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ＮＰＯ法人 フード・風土
東京の農業の源流

～文京区 江戸時代にタイムスリップすると茄子の産地～

 

 

文京区は、現在 23 区でも山手線の内側に 

位置し、商業地区、文教地区、住宅地区に 

分かれています。 

大きな緑地は東京大学、お茶の水女子大学、 

後楽園、六義園、小石川植物園、教育の森 

など江戸時代の大名屋敷の跡地が現在大学 

や公園になっていることがわかります。 

江戸時代の浮世絵には「名産品」として 

「駒込の茄子」(右の絵参照)が示されてい 

ます。（大きめの茄子の皮を剥いている女性 

の横には籠に摘みとられた駒込の茄子が入っ 

ている） 

現在、駒込の茄子の種子は発見されていません。 

ただし、駒込付近にあった大名屋敷のお百姓さんからもらい受けた種を地元のお百

姓さんが駒込の地で作り育て広げたものであったら、地方の茄子として現在も残され

ているかもと考えると、駒込の茄子復活が夢ではないかも… 

駒込ナス ゆかりの地 文京区本駒込５-７-２０【富士神社】 

幕府がおかれた事で、江戸の人口は急増しました。一番困ったのは新鮮な野菜の不足。 

多くの大名たちは国元から百姓を呼び寄せ、下屋敷などで野菜を作らせました。 

江戸近郊の農村では換金作物として、ナスやダイコン、ゴボウなどの野菜栽培が盛んに

なり、富士神社周辺でも各種の野菜栽培が生産されるなど、大消費地江戸の供給基地 

として発達しました。特に、ナスは優れたものが出来

たことから「駒込ナス」として江戸庶民に好まれ、農

家はナス苗や種子の生産にも力を入れるようになり、

旧中山道にはタネ屋が集まり駒込、滝野川周辺の農家

が優良品種の採種に大きく貢献していました。 

引用：ＪＡ東京中央会「江戸・東京やさいマップ」 

▲歌川国芳「江戸じまん名物くらべ こまごめのなす」 
（文京ふるさと歴史館所蔵） 
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国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）
もったいないゼロプロジェクト
～食品ロスをへらそう～

食品ロスとは… 本来食べられるのに捨てられている食品

「もったいないゼロ」のための知識集

まだ食べられるものを捨てるのは“もったいない”ことですよね。

そんな“もったいない”食品ロスを減らしたい、と始められたのがこのプロジェクト。

あなたも“もったいない”をゼロにするために意識を変え、行動を始めませんか？

日本の食品ロス量は、年間で612万トンにもなっています。

そのうち、企業から出ている食品ロス量は328万トン。
そして、皆さんの日々の生活から出されている
食品ロス量は284万トン(国民1人あたり約23kg)です。

よくテレビで見かける、廃棄される山積みの売れ残り品、
それと同じくらいの量が私たちの家庭から捨てられているの
です。
もったいないと思いませんか？

消費者庁「食品ロス削減関係参考資料」より

● 食品ロスの内訳

● 家庭系食品ロスの内訳

※直接廃棄：未開封の食品廃棄
過剰除去：皮むき時の、可食部の多量廃棄等

https://www.seidanren.jp/mottainaizero/
生団連 もったいないゼロ レシピ検 索

生団連では、会員企業のレシピサイト集を特設サイトで掲載しております。

生団連ではホームページでたくさんのレシピを紹介しています。
是非、レシピで料理レパートリーを増やして、食品ロスを減らしていきましょう。

※平成29年度推計

 賞味期限と消費期限の意味を理解しよう
今すぐ食べるのに、期限の長いものを選んでいませんか。
また、賞味期限は消費期限と違って、期限を過ぎたら
すぐに食べられなくなるものではありません。

 冷蔵庫を確認し、計画的に買い物をしよう
無計画な買い物は買い過ぎや二重買いを
まねき、ひいては直接廃棄につながります。

 食材を無駄なく使って調理しよう
美味しく調理できるレシピや器材などを活用して、
食材を無駄なく使い切りましょう。

 残った料理は適切に保存して再調理しよう
食べ残しは傷まないように冷蔵庫で保存して、
リメイクするなどして美味しくいただきましょう。

● 食品ロスを減らすために
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東京都 生活文化局 計量検定所
くらしと計量

食品量目立入検査について

「はかるん」
東京都計量検定所の
マスコットキャラクターです。

ここから今回のテーマである、毎日のくらしに欠かせない食料品の計量販売の検査についての話
題です。東京都計量検定所では、計量が正しく行われているかを確認するため、商品を計量販売し
ているスーパー、製造事業所などに対し、定期的に立入検査をしています。

購入したままの状態（皆掛量） 風袋量内容量（実量）

では、立入検査ではどのように内容量の確認をしているのでしょう。確認のしかたは、次のとおりです。
１．購入した商品をそのままの状態で計量します。⇒「皆掛量」といいます。
２．商品の内容物を包装材（袋、トレイ、ラップ）添え物（ワサビや醤油、飾り部材など）などを除いて取り
出します。

３．２．の包装材、添え物についた、余分な水分を取り除いた状態で計量します。⇒「風袋量」といいます。
４．１「皆掛量」から３「風袋量」を引くと内容量が求められます。⇒「実量」といいます。

みながけりょう

これまでの検査結果から、食料品の内容量の不足が発生するのは、主に次のようなことが原因となっています。
１．風袋量の間違い（立入検査の指摘事項のうち約7割）
内容量不足の原因第1位です。計量時に内容量に含んではいけないトレイ、容器、添え物などの重さを風袋量
といいます。この風袋量を間違って内容量に含んで計量したことによるものです。風袋量は一般的にあらかじ
め「はかり」に数値を設定して内容量から差し引いていますが、この設定を間違えることで不足が生じます。特
に包装容器等を変更した時に、計量器の設定値を変更し忘れることが多くなっています。
２．水分等の蒸発による減量（立入検査の指摘事項うち約2割）
野菜や惣菜に多く見られます。特に根菜類の長期陳列による乾燥や揚げ物などの高温による蒸発が原因です。

ふうたいりょう

こんにちは、ぼくは「はかるん」です。計量って、意外に私たちの身近にあるんです。くらしの
中で欠かすことのできない計量。今回は、くらしに関わるいろいろな計量について知り、また毎
日の生活に密接にかかわる食料品の内容量をテーマに学んでいきましょう。

計量はくらしと密接に関わっています
私たちと計量との関係。実はいろいろな場面で計量が行われているんです。体温や血圧、
体重の測定や、電気やガスの使用量、毎日購入する食品の内容量など、くらしに密着した
ものから、製造業や、医薬品まで普段、気がつかない分野でも計量が行われています。こ
のように計量は私たちのくらしと密接に関わっているのです。

食品量目立入検査について

これまでの検査結果について

内容量の確認のしかたについて

立入検査の結果、不適正な計量が確認された場合は、当該事業者に対して、商品回収、再計量、再
発防止策などの必要な指示及び改善指導を行います。
東京都計量検定所のホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/
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一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター

安心・安全・信頼のための衣類選び
ニッセンケン品質評価センター 

安⼼・安全・信頼のための⾐類選び 

 
一般財団法人ニッセンケン品質評価センター   ウェブサイトはこちら→ 
〒111-0051 東京都台東区蔵前 2-16-11（本部） Tel: 03-3861-2341 

 

私たちの周りには、毎日身に付ける衣類やイン
テリアなど、多くの繊維製品があります。私たち 
ニッセンケンは、そのような繊維製品が店頭に並ぶ
前に試験・検査をする会社です。一口に繊維製品と
言っても、安全性や機能性など、チェックをする項
目は多くあります。 
 今回は「安心・安全・信頼のための衣類選び」と
いうテーマでみなさんに情報発信をします。 

高視認性安全服をご存知ですか？ 
工事現場などで見かけることのある、蛍光色と反射

材を使ったカラフルな服、これらは「高視認性安全服」
と呼ばれ、作業事故防止及び交通事故防止を目的とし
ています。 

最近では通学時等における子どもの交通事故予防
のほか、災害時の避難にも見つかりやすいことで役立つと言われ、注目を集めています。 

       エコテックス® スタンダード 100 をご存知ですか？ 
 繊維製品には、実は有害な化学物質が含まれているかもしれないことをご存知です
か？染色や加工の段階で多くの化学薬品が使用されています。これらが製品を通じて
体内に蓄積等され、皮膚炎やアレルギーを誘発する可能性があるのです。 

この「エコテックス® スタンダード 100」ラベルは、
350以上の有害な化学物質を対象に厳しい検査が行わ
れ、安全なもののみに与えられる認証ラベルです。認証
の対象は衣類など肌に直接触れるものから、インテリア
用生地まで。衣生活の安心に一役買うラベルです。 

欧州では子供の通学時の着用がよく見られます。 

エコテックス® スタンダード 100 認証ラベル 

みえる安⼼・安全 

みえない安⼼・安全 
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財務省 関東財務局 東京財務事務所
絶対に儲かる投資なんてある？？
～悪質な投資勧誘等にご用心～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇甘い儲け話に乗らない！ 
・「文京区の方限定」「簡単に儲かる」…悪質な業者は、甘いセリフで近寄ります。 
・「絶対に儲かる」安易な儲け話はありません！ 

〇突然の電話勧誘に応じない！ 
・在宅時であっても、留守番電話に設定しましょう！ 
  ※自動通話録音機の貸出を無償で行っている自治体もあります。 

〇すぐに周りの人に相談！ 
・悪質な業者は、「先着○名様まで」「本日中に手続を」など、あなたを焦らせます。 
・落ち着いて電話を切って、すぐに周りの人に相談を！ 

〇株や社債等の投資勧誘は、業者の登録を確認して！ 
・有名な信用のある会社名などを騙って勧誘してきます。 
・金融庁や警察など公的機関の職員を名乗る詐欺も増えています。 
・株や社債等の投資勧誘は、金融商品取引業の登録が必要です。 
・登録業者の確認は、東京財務事務所までお電話を！ 

 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫  
関東財務局 東京財務事務所 理財第６課 ☎０３－５８４２－７０１６ 

疑わしい業者から教えられた電話番号には絶対にかけないで！ 

 
悪質な投資勧誘にだまされないために 

甘い儲け話に 
乗らない 

突然の電話勧誘に 
応じない 

すぐに周りの人 
に相談する 

登録の有無を 
確認する 

だまされ     ないで！ 
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公益社団法人 全日本トラック協会

引越は「引越安心マーク」の事業者で
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一般財団法人 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター
～迷惑メールにだまされないコツ～

ゼロトラストのすすめ

　新型コロナウイルスの感染拡大により、わたしたちの暮らしのオンライン化が加速しています。
一方で、有名企業を装ったフィッシング詐欺などの迷惑メールをきっかけとした被害が急増して
います。こちらでは、迷惑メールにダマされないコツ・ゼロトラストを紹介します。

「ゼロトラスト３つの基本」を守りながら、日頃の備えを
しっかりして、皆さんも迷惑メールの被害にあわないよ
う注意してくださいね。

最近の迷惑メールは非常に精巧に作られていて、
本物かニセモノか見分けることが難しくなっています。
ですから、メール受信した場合には、正規のものを含
めてすべてを『最初は決して信頼せず、きちんと確認
する』ことが必要になります。

ゼロトラスト3つの基本

被害にあわないための日頃の備え

開かない タップしない 入力しない

迷惑メールフィルタリング セキュリティソフト OSは常に最新に

スマホでは、送信者と件名に、
数行の本文が表示されています
から、それ以上開くことはやめ
ましょう。
件名で「緊急」「重要」「セ
キュリティ」などを強調してい
れば、メールを開かない方が安
全です。

URL・リンクは「タップ（クリッ
ク）しない」。タップしてしまう
と詐欺サイトへ誘導されてしま
います。これはとても重要です。
公式メールだと思ったとして
も、タップしないで、確認は、
公式アプリやブックマークから
事業者サイトにアクセスする方
が安全です。

受信したメールでクレジット
カード情報や、ＩＤ・パスワー
ドなどの重要な個人情報の入力
や確認を求められても、絶対に
入力しないようにしましょう。

フィルタリングサービスを利用
して迷惑メールや詐欺メールを
受信しないで済むようにしてお
きましょう。

セキュリティソフトを入れてお
けば、うっかり、リンクをタッ
プしてしまった場合も、詐欺サ
イトなどへのアクセスや不正ソ
フト（アプリ）インストールの
リスクを低減できます。

迷惑メールには、OSやソフト
（アプリ）の脆弱(ぜいじゃく)性
を悪用して悪意のあるソフトウェ
アを送り込もうとするものもあり
ます。常に最新バージョンで脆弱
性を塞いでおくことが重要です。
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社会福祉法人 文京区社会福祉協議会
文京ユアストーリー

～あなたらしい人生のしめくくりを共に～

文京ユアストーリーとは 
 ◎もしもに備えて 
  急な入院や判断能力が低下してきたときでも、あなたのご意向に沿った生活のサポ

ートができるよう、お元気なうちから、もしもに備えて準備を行います。 
◎死後に備えて安心 
 葬儀や家財処分を含めた亡くなったあとの手続きを行います。 
 

対象となる方（すべてに該当する方を対象とします。） 
  ①文京区内に住む７０歳以上の方 
  ②明確な契約能力を有する方 
  ③身近に頼れる親族等がいない方 
  ④生活保護を受給していない方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人文京区社会福祉協議会  電話 ０３－５６１５－８８５１ 



18 文京区危機管理課

文京区危機管理課

わかっていてもだまされる！それが特殊詐欺です！

都内特殊詐欺被害認知状況 区内特殊詐欺被害認知状況

被害の多い手口～こんな言葉に注意してください～

区役所等の職員を名乗って
累積医療費の還付金がある。
緑色の封筒を送った。

還付金詐欺  
警察官や全国銀行協会、大手百貨店等の職員を装い
詐欺グループを捕まえたら名簿の中にあなたの名前
があった。
あなたのキャッシュカードが偽造されている。

キャッシュカード詐欺盗  

3,510 3,913 3,815

約80憶円 約85憶円
約76憶円

5,000

0

4,000

3,000

2,000

1,000

（件）

平成29年 平成30年 令和元年
認知件数（件） 被害総額

75 65
86

約1憶5,000万円

約1憶円

約1憶5,000万円

100

0

80

60

40

20

（件）

平成29年 平成30年 令和元年
認知件数（件） 被害総額

被害に遭わないために
自宅の電話を「留守番電話に設定」して電話に出ないのが有効です。
他人にキャッシュカード等のカード類は渡さないようにしましょう。（封筒に入れて返されたものは、すり替えられたニセのカードです。）
「本人に代わって現金を取りに来た」と言われても、知らない人に現金は渡さないようにしましょう。

家族の絆で詐欺被害を防ごう
家族と頻繁に連絡をとり、家族が被害に遭わないように注意しましょう。
詐欺の手口を知り、その対策について家族で話し合いましょう。

自動通話録音機を無償で貸し出します
　自宅の電話機に取り付けることで、電話着信時に相手方に警告メッセージが流れ通話内容を自動
的に録音するため発信者（犯人）に通話を断念させ、被害を未然に防止する効果があります。

自動通話録音機のメッセージ
　　「この電話は、振り込め詐欺等の犯罪被害防止のため、会話内容が録音されます。これから呼び
出しますので、このままお待ちください」

区内在住で、おおむね65歳以上の方が居住する世帯 無料 直接危機管理課☎（5803-1280）

※代理申請も可能
※一部接続できない電話機あり、詳細は危機管理課へ （縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝）

ATMで医療費や保
険料の還付手続きを
させることは絶対に
ありません！
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文京区消費生活センター

事業のご案内

 

消費生活センターは、区民の消費生活の安定と向上を図るため、さまざまな事業に取り組んでいます。
その中で、ぜひ皆さんに活用していただきたいものをご紹介します。 

 

  
上記の「消費生活研修会」「消費生活出前講座」「消費者団体の育成」「消費者グループ活動助成」に

ついての詳細は、消費生活センター（文京シビックセンター地下２階）事務室 ℡ 03-5803-1105 へ
お問合せください。 

 

消費生活研修会 
 消費生活に関するさまざまな知識を習得し
ていただくために、専門家を招き研修会を開
催しています。研修会の開催は、区報などで
お知らせします。 

受講料は、無料です。 

消費生活出前講座 
 「最近の悪質商法の手口を知りたい」など
のご要望を受け、10 人以上のグループ・団
体の集まりに、講師を派遣し出前講座を行っ
ています。 
〔講座時間〕10 分～1 時間（応相談） 
〔申し込み〕希望日の 4 週間前を目安に 
〔費  用〕無料 

消費者団体の育成 
 文京区内において、消費者として自らの利
益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に
行動することを目的に勉強会や区民への情報
提供などを行っている団体 
の活動を支援しています。 

消費者グループ活動助成 
 文京区内在住・在勤・在学の方々で構成され
た 10 人以上のグループが行う、消費者問題に
関する講演会・学習会などの事業の経費の一部
を助成します。申請される場 
合は事業実施日の１ヶ月前ま 
でに消費生活センター事務室 
へご連絡ください。 

消費者相談 
 商品やサービスの購入・利用などに対する疑問や苦情などの相談を、 
専門の消費生活相談員がお話を伺ってアドバイスします。 
〔相談時間〕 月～金 9：30～16：00（祝日・年末年始を除く） 
〔対  象〕 区内在住・在勤・在学の方 
〔相談方法〕 来所相談・電話相談 ℡ 03-5803-1106（相談専用） 
〔費  用〕 無料 
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クイズのヒント（クイズの内容はP1へ）

Q1
契約や悪質商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困ったときは、一人で悩ま

ずに、消費者ホットライン 188をご利用ください。
全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口をご案内します。

Q2
連絡してはいけません。はがきで裁判手続きの通知が送られてくることはありません。心当たりのな

いはがきが届いても無視しましょう。連絡すると、着手金・和解料金等の名目で支払いを求めてきます。
「法務省管轄～」や「消費者相談センター」等、差出人が公的機関であるかのような名称が使われるこ
とが多いので、注意しましょう。

文京区応援キャラクター〈BUNレンジャー〉

少しでも不審に思った場合には、
消費生活センターへご相談ください。

相談受付時間：月～金　9：30～ 16：00（祝日・年末年始を除く）
対象：区内在住・在勤・在学の方
相談方法：来所相談・電話相談　電話：03-5803-1106（相談専用）


