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消費生活展消費生活展文京区
～消費生活の向上　新しいことを知ろう！～

消費生活展
文京区 消費生活センター

文京区消費生活センター

食・製品の安全、環境など、くらしに役立つ情報を
区内消費者団体や協力団体が発信します！

日 時 　令和 5 年 2 月16日木・17日金
午前10時～午後３時

会 場 　文京シビックセンター１階展示室
（ギャラリーシビック／アートサロン）
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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。

この３年間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、消費者団体や協力団体
の対面での参加が叶いませんでしたが、今回は、２つの展示会場において「消費生活
の向上　新しいことを知ろう！」をテーマに、ご来場の皆様に多様な情報を発信する
ほか、展示物の説明や展示販売も行ってまいります。また、消費者団体による「手作
り体験コーナー」や、消費者団体の展示内容から出題される「クイズラリー」（啓発
グッズをプレゼント）も行いますので、是非ご参加ください。

各団体の出展ブースをご覧いただき、各種イベントにも参加していただくことによ
り、様々な情報を日々の生活にお役立てください。

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。
ご自宅に帰られてからもゆっくりお読みいただき、会場で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。
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消費者団体紹介

文京区消費者の会（ブース①）

　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。

新日本婦人の会 文京支部（ブース③）

　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。

NPO法人 フード・風土（ブース⑤）

　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「お米についての学習会」
などの講座を企画しています。

消費生活推進員の会（ブース②）

　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。

東都生協 文京区連絡会（ブース④）

　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（ブース⑥）

　文京区には、以前、消費者モニター制度があり、その修了生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。
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都市鉱山とは！？

都市鉱山とは
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街中の不用となった小型家電には、多くの有用な金属が含まれていて、

その様子を鉱山に見立て、『都市鉱山』と呼ぶ

2 文京区消費者の会

ブース①  文京区消費者の会



エシカル消費は“社会貢献”
サステナブル（持続可能）な社会を目指す取り組みのひとつに「エシカル消費」があります。

エシカル消費とは「倫理的な消費行動」を意味しており、私たちの無意識かつ日常的な行動に

あてはまることがあります。また、個人の消費行動のみならず企業もエシカル消費への意識を

高めており消費者との新たなつながりの可能性が期待されています。

や は 資源を護る 認証マーク

水産物（ ）森林（ ）は環境と資源を護っています

支援する こころが支える 被災地復興

被災地の皆さんの製品に目をむけて、応援・支援の消費を

開発途上の国々と ハンデを分け合う フェアトレード

開発途上国の商品を適正価格で購入、自立の支援

ルールを超えたアイデアで 生まれ変わって アップサイクル

元のモノの特徴を活かしたアイデア製品の誕生

残さない “てまえどり”が教える 新ルール

生産・販売・消費が手を組んだ食品ロス削減は脱炭素の柱

マイバッグ 買い物コースを 知り尽くし

バッグ持参の買い物は ～ ％、もう一息です

地産地消 先ずは地域の活性化

生産地から食卓までの近さが地域を活性化し「環境負荷の低減」へ

文京区民も理解と推進 リサイクル製品

自治体と区民が呼吸を合わせるリサイクル活動

今日も忘れず “脱炭素”

異常気象の常態化、海水温度の変化など私たちの生活に影響も

よそには負けない 福祉のお店は こころの作品

自立へと、見守る気持ちを忘れずに

海の中 魚も嫌がる 海洋汚染

海へ流れ出したプラごみは数百年間、漂い続けます

く グリーン消費 欠かせないのは 生産・販売・消費の三拍子

製造に環境負荷が少なく、ごみを出さない商品を選びましょう

エシカル消費は“社会貢献”

エシカル消費かるた ～鼻うたでもラップでも 編～
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サステナブル（持続可能）な社会を目指す取り組みのひとつに「エシカル消費」があります。

エシカル消費とは「倫理的な消費行動」を意味しており、私たちの無意識かつ日常的な行動に

あてはまることがあります。また、個人の消費行動のみならず企業もエシカル消費への意識を

高めており消費者との新たなつながりの可能性が期待されています。

や は 資源を護る 認証マーク

水産物（ ）森林（ ）は環境と資源を護っています

支援する こころが支える 被災地復興

被災地の皆さんの製品に目をむけて、応援・支援の消費を

開発途上の国々と ハンデを分け合う フェアトレード

開発途上国の商品を適正価格で購入、自立の支援

ルールを超えたアイデアで 生まれ変わって アップサイクル

元のモノの特徴を活かしたアイデア製品の誕生

残さない “てまえどり”が教える 新ルール

生産・販売・消費が手を組んだ食品ロス削減は脱炭素の柱

マイバッグ 買い物コースを 知り尽くし

バッグ持参の買い物は ～ ％、もう一息です

地産地消 先ずは地域の活性化

生産地から食卓までの近さが地域を活性化し「環境負荷の低減」へ

文京区民も理解と推進 リサイクル製品

自治体と区民が呼吸を合わせるリサイクル活動

今日も忘れず “脱炭素”

異常気象の常態化、海水温度の変化など私たちの生活に影響も

よそには負けない 福祉のお店は こころの作品

自立へと、見守る気持ちを忘れずに

海の中 魚も嫌がる 海洋汚染

海へ流れ出したプラごみは数百年間、漂い続けます

く グリーン消費 欠かせないのは 生産・販売・消費の三拍子

製造に環境負荷が少なく、ごみを出さない商品を選びましょう

エシカル消費は“社会貢献”

エシカル消費かるた ～鼻うたでもラップでも 編～
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MSCMSC や FSCFSC は　資源を護る　認証マーク

支援する　こころが支える　被災地復興

開発途上の国々と　ハンデを分け合う　フェアトレード

ルールを超えたアイデアで　生まれ変わって　アップサイクル

残さない　“てまえどり”　が教える　新ルール

マイバッグ　買い物コースを　知り尽くし

地産地消　先ずは地域の活性化

文京区民も理解と推進　リサイクル製品

今日も忘れず　“脱炭素”

よそには負けない　福祉のお店は　こころの作品

海の中　魚も嫌がる　海洋汚染

グリーン消費　欠かせないのは　生産・販売・消費の三拍子

水産物（MSC）森林（FSC）は環境と資源を護っています

被災地の皆さんの製品に目をむけて、応援・支援の消費を

開発途上国の商品を適正価格で購入、自立の支援

元のモノの特徴を活かしたアイデア製品の誕生

生産・販売・消費が手を組んだ食品ロス削減は脱炭素の柱

バッグ持参の買い物は 75〜80％、もう一息です

生産地から食卓までの近さが地域を活性化し「環境負荷の低減」へ

自治体と区民が呼吸を合わせるリサイクル活動

異常気象の常態化、海水温度の変化など私たちの生活に影響も

自立へと、見守る気持ちを忘れずに

海へ流れ出したプラごみは数百年間、漂い続けます

製造に環境負荷が少なく、ごみを出さない商品を選びましょう
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ブース②  消費生活推進員の会



新婦人の産直運動消費者と生産者が手をつなぎ
持続可能な農業を

新婦人の産直運動とは

「おいしくて安全・安心なものをわが家の食卓に」
「おいしいものをこれからも食べ続けていきたい」
だから、生産者と手をつなぎ日本の農業と食料を
まもろうと、30年余前から続けている運動です。

「食料自給率の向上」「いまこそ日本の農業と食料を
守ろう」と運動にとりくみ、生産者との交流や親子
で参加する田植えや稲刈り、サツマイモ掘りなど農
業体験も各地で。
安全・安心な食材を使った料理小組（サークル）や
国産大豆でみそづくりなど、楽しく活動しています。

消費者と生産者が手をつないで 新婦人と農民連の　
　　４つの共同目標

●国内の自給率を上げる
●日本の農畜産業を守り育てる
●持続可能で生態系や環境にやさしい
　農業 ‘アグロエコロジー’のとりくみ
●交流を活発にして、組織の発展に
　　貢献する産直運動

農民連（農民運動全国連合会）

農家と家族の経営を守る目的で、農家が主体
的に作った団体で、47都道府県に連合会が
あり、20年の歴史がある。
多くの農業家や消費者の募金によって設立さ
れた「農民連食料分析センター」は、企業や
行政から独立したた立場で、食の安全を守る
　　　砦として活動している。

身近なとりくみから・・・

＊ゲノム編集・遺伝子組み換え食品をどう思う？
病気に強い、大量生産できる、短期間で収穫できるなど、
メリットだらけのゲノム編集・遺伝子組み替えは、本当に
私たちにとって安心・安全なの？生態系に影響はないの？
一緒に考えます。

＊ウクライナ危機のもと、食糧不足に
　陥るかも？！
日本国内の農家や農地は年々減少して、
食料自給率は37％を割ろうとしている今
こそ、持続可能で生態系や環境にやさい
農業にとりくんでいくことが、未来の日
本の食と農を守ることにつながると考え
ます。

＊�お子さんの、お孫さんの学校給食の素材、
気にしたことはある？

かつての放射能検査以外に、残農薬・添加物
などはどうでしょうか？「安心・安全な食品
とは」「持続可能な食とは」ということを、子
どもも、大人も学び、また、そういった食へ
の転換を図っていくよう働きかけをしていき
ましょう。

4 新日本婦人の会 文京支部

ブース③  新日本婦人の会 文京支部



国産応援 アイガモロボ
東東都都生生協協文文京京区区連連絡絡会会  

国産応援  アイガモロボ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

有機栽培米の田植え後の初期除草を、合鴨に担って 
もらう合鴨農法。田んぼに放たれた合鴨は水かきで 
田の泥をかき回し、水を濁らすことで雑草の発芽を 
抑えたり、 発芽したばかりの雑草を浮き上がらせ 
ます。しかし合鴨の処理や鳥インフルエンザの発生 
源になりかねないことなどの理由から年々減少して
います。 
 東都生協ではＳＤＧｓという言葉が一般的になる以前、 

有機ＪＡＳ制度が始まったころより環境負荷が少なく 
持続可能な “東都みのり” という農作物を先駆け的に 
扱ってきましたが、高齢化などで担い手が減少してきて 
います。 
 有機栽培での除草作業にかかる労力は非常に大きく、それを軽減してくれる

アイガモロボが登場！東都生協では組合員が少しずつお金を出し合って 
生産者にアイガモロボをプレゼントし、日本の有機米栽培を応援する企画
「アイガモロボプロジェクト」が始まりました。 

参考資料 
YouTube 東都生活協同組合公式「アイガモロボプロジェクト始動！」 
東都生協組合員情報誌 MOGMOG ２０２２年３・４月号 
 

ソーラーパネルとバッテリーを積んでいるアイガモロボ。 
田んぼの中を泳ぐことで田んぼの土をかき混ぜ、除草に 
かかっていた労力を大幅に削減できます。  
 

新新世世代代チチャャレレンンジジププロロジジェェククトト  
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。  

 

そそのの他他のの国国産産応応援援取取りり組組みみ  

5東都生協 文京区連絡会

ブース④  東都生協 文京区連絡会



ゴミにする前にちょっとまって！

地地 球球 環環 境境 にに もも やや ささ しし いい 手手 作作 りり のの ゴゴ ミミ 箱箱 ！！

新新聞聞紙紙、、チチララシシのの紙紙ななどど捨捨ててるる前前ににゴゴミミ箱箱でで再再度度利利用用ししままししょょうう。。

新聞紙やチラシで作る～ゴミ箱

6 NPO法人 フード・風土

ブース⑤  NPO法人 フード・風土



食品ロス削減

7文京区消費者モニターサークル
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エシカル消費文京！ 
 
 
 
 
 

●「エシカル消費文京！動画コンテスト」開催概要 

楽しみながら「自分ごと」としてエシカル消費について関わる機会を提供するため、文京区内でエシカル消費

を普及させる取組の紹介や啓発を行う、数十秒から 3 分以内程度の動画を募集し、コンテストを実施しました。 

応募総数 33 作品の中から、審査員による審査や一般投票を行い、最優秀賞及び優秀賞を以下のとおり決定し

ました。 

下記 QR コードから動画をご覧いただき、エシカル消費について知って・広めてみてください♪ 

 

●動画はこちらから  

 

 

 

 

 
最優秀賞 

ブース  文京区消費生活センター 

 

エシカル消費文京！ ～ 知ろう・広めよう ～ 

優秀賞(４作品) 

消費者相談室 

「お買い物でエシカル消費！」

島村 彩
あ

友
ゆ

美
み

 さん 

「パンのリレーで食品ロス削減」 

諏訪 喜久子 さん 

「できる事から始めよう」 

ヨコ さん 

「できることから始めよう」 

ちい さん 

「タックスイーターからタック

スペイヤーへ」 

Sign with Me × team nagi さん 

 
 
 
 
 

●「エシカル消費文京！動画コンテスト」開催概要 

楽しみながら「自分ごと」としてエシカル消費について関わる機会を提供するため、文京区内でエシカル消費

を普及させる取組の紹介や啓発を行う、数十秒から 3 分以内程度の動画を募集し、コンテストを実施しました。 

応募総数 33 作品の中から、審査員による審査や一般投票を行い、最優秀賞及び優秀賞を以下のとおり決定し

ました。 

下記 QRコードから動画をご覧いただき、エシカル消費について知って・広めてみてください♪ 

 

●動画はこちらから  

 

 

 

 

 
最優秀賞 

ブース  文京区消費生活センター 

 

エシカル消費文京！ ～ 知ろう・広めよう ～ 

優秀賞(４作品) 

消費者相談室 

「お買い物でエシカル消費！」

島村 彩
あ

友
ゆ

美
み

 さん 

「パンのリレーで食品ロス削減」 

諏訪 喜久子 さん 

「できる事から始めよう」 

ヨコ さん 

「できることから始めよう」 

ちい さん 

「タックスイーターからタック

スペイヤーへ」 

Sign with Me × team nagi さん 

知ろう・広めよう

消費者相談（無料） 
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 ℡℡0033--55880033--11110066（（相相談談専専用用））  

下段の枠内「消費者相談室」は、以下と差し替えてください 
 
 

相談を受け
ている様子
のイラスト 

8 文京区消費生活センター（推進員）

ブース⑦  文京区消費生活センター（推進員）



特殊詐欺にご注意ください
被害に遭われた方のほとんどは、「自分はだまされないと思っていた。」と話してい

ます。詐欺の手口を知るとともに、一人で判断することなく、まず、家族や警察に相
談して、被害に遭わないようにしましょう。

被害に遭わないために

●  自宅の電話を「留守番電話に設定」、「迷惑防止機能付電話機に変更」し、犯人
からの電話に出ない。

●  区役所や警察からの電話でも、「一度電話を切り、かけ直す」等の冷静な対応を
心がける。

●「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。

家族の絆で詐欺

●  家族から電話で「携帯電話をなくした」「番号が変わった」と言われたら、本人
に会って直接確認（会えない場合は、本人から知らされている番号に連絡）。

●  若い世代の人は、「留守番電話に設定すること」や「防犯機能を備えた電話用機
器の活用」について高齢の家族に教える。

自動通話録音機を無料で貸し出します

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。

対象：区内在住で、おおむね65歳以上の方が居住する世帯
窓口：直接危機管理課又は区内警察署へ
持物：身分証明書（公的機関発行又は郵便物等により住所・氏名等が確認できるもの）
※代理申請可能、一部接続できない電話機あり

区内警察署

富坂警察署　 ☎03−3817−0110　　大塚警察署　 ☎03−3941−0110
本富士警察署 ☎03−3818−0110　　駒込警察署　 ☎03−3944−0110

　　　　　　　　　　　　（縦10㎝×横12㎝×厚さ3㎝）

9文京区危機管理課

ブース⑧  文京区危機管理課



家計にも環境にもやさしい省エネ行動をしよう
家計にも環境にもやさしい省エネ行動をしよう 

「省エネ」は、エネルギーを効率的に使うこと。我慢や無理をするのではなく、かしこく、スマートにエネルギーを使うことです。 
省エネ行動は、身の回りで簡単にできるだけでなく、実は節約にもつながるものがたくさんあります。習慣的に取り組んで、二酸化炭

素排出量削減と家計の節約を同時に実現しましょう︕ 

実はオトクな省エネ行動を習慣づけよう︕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

使用量を比較してみよう︕ 

● 2022（令和 4）年度 5月における区内世帯のエネルギー消費量 
世帯人数 電力消費量（平均） 都市ガス消費量（平均） 

1人 97kWh 7.7m3 
2人 142kWh 17.2m3 
3人 148.7kWh 27.2m3 
4人 268.3kWh 20.1m3 
5人以上※ 192.7kWh 25.5m3 
※アンケートでは、6人、7人、8人以上と設問設定しているものの、回答者数が少ないため、5人以上としている 

数値は、「2022年 地球温暖化に関するアンケート」より作成。四捨五入しています。 

 
 
 
 
 
 
  

～～文文京京区区はは 22005500 年年「「ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィ＊＊」」をを目目指指すすここととをを表表明明ししままししたた～～  

文京区は、区民、団体、事業者、区が二酸化炭素排出削減目標に向かって、地域一丸となってゼロカーボンシティ実現への取
組を進めていきます。 
地球温暖化防止のためには、区民の皆様一人一人が自分の問題として向き合い、身近なところから取り組むことが必要不可
欠です!!環境にも家計にもやさしい省エネ行動を習慣づけて、無理なく取り組んでいきましょう。 
＊ゼロカーボンシティ︓2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体のこと。（出典︓環境省 HP） 

 

 

フィルターをこまめに掃除する(月 2回程度) 
と 15.6Kg ＝ 850 円 ※ フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合

の比較 

      

 冷蔵庫に物を詰め込まないようにする 
と 21.4Kg ＝ 1,160 円 ※ 冷蔵庫に物を詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較 

 
      

 電気ポットの長時間保温はしない 
と 52.6Kg ＝ 2,850 円 ※ 電気ポットで水 2.2L を沸騰させ、1.2L を使用後、6 時間保温状態にし

た場合と、プラグを抜いて保温しないで使用時に再沸騰した場合の比較 
      

 こまめにシャワーを止める 
と 30.7Kg ＝ 2,670 円 ※ 45℃のお湯を流す時間を 1日 1分間短縮した場合 

 
      

 テレビ画面は明るすぎないように設定する 
と 13.3Kg ＝ 720 円 ※ テレビ(液晶︓32V型)の画面の輝度を最適(最大⇒中間)にした場合 

 
 

\ 
家計のオトク 

CO2 
CO2削減量 

注）電気︓26.48円/kWh、ガス︓130.46円/㎥、水道︓226.6円/㎥として算出。 

数値は目安です。削減料金や CO2排出削減量は、使用方法や使用機器等条件により異なります。 

出典︓家庭の省エネハンドブック 2022（東京都環境局）より作成 

区の家庭の使用量の平均値と 
比べてみよう！ 
まずは使用量をチェック♪ 

家計にも環境にもやさしい省エネ行動をしよう 
「省エネ」は、エネルギーを効率的に使うこと。我慢や無理をするのではなく、かしこく、スマートにエネルギーを使うことです。 
省エネ行動は、身の回りで簡単にできるだけでなく、実は節約にもつながるものがたくさんあります。習慣的に取り組んで、二酸化炭

素排出量削減と家計の節約を同時に実現しましょう︕ 

実はオトクな省エネ行動を習慣づけよう︕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

使用量を比較してみよう︕ 

● 2022（令和 4）年度 5月における区内世帯のエネルギー消費量 
世帯人数 電力消費量（平均） 都市ガス消費量（平均） 

1人 97kWh 7.7m3 
2人 142kWh 17.2m3 
3人 148.7kWh 27.2m3 
4人 268.3kWh 20.1m3 
5人以上※ 192.7kWh 25.5m3 
※アンケートでは、6人、7人、8人以上と設問設定しているものの、回答者数が少ないため、5人以上としている 

数値は、「2022年 地球温暖化に関するアンケート」より作成。四捨五入しています。 

 
 
 
 
 
 
  

～～文文京京区区はは 22005500 年年「「ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィ＊＊」」をを目目指指すすここととをを表表明明ししままししたた～～  

文京区は、区民、団体、事業者、区が二酸化炭素排出削減目標に向かって、地域一丸となってゼロカーボンシティ実現への取
組を進めていきます。 
地球温暖化防止のためには、区民の皆様一人一人が自分の問題として向き合い、身近なところから取り組むことが必要不可
欠です!!環境にも家計にもやさしい省エネ行動を習慣づけて、無理なく取り組んでいきましょう。 
＊ゼロカーボンシティ︓2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体のこと。（出典︓環境省 HP） 

 

 

フィルターをこまめに掃除する(月 2回程度) 
と 15.6Kg ＝ 850 円 ※ フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合

の比較 

      

 冷蔵庫に物を詰め込まないようにする 
と 21.4Kg ＝ 1,160 円 ※ 冷蔵庫に物を詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較 

 
      

 電気ポットの長時間保温はしない 
と 52.6Kg ＝ 2,850 円 ※ 電気ポットで水 2.2L を沸騰させ、1.2L を使用後、6 時間保温状態にし

た場合と、プラグを抜いて保温しないで使用時に再沸騰した場合の比較 
      

 こまめにシャワーを止める 
と 30.7Kg ＝ 2,670 円 ※ 45℃のお湯を流す時間を 1日 1分間短縮した場合 

 
      

 テレビ画面は明るすぎないように設定する 
と 13.3Kg ＝ 720 円 ※ テレビ(液晶︓32V型)の画面の輝度を最適(最大⇒中間)にした場合 

 
 

\ 
家計のオトク 

CO2 
CO2削減量 

注）電気︓26.48円/kWh、ガス︓130.46円/㎥、水道︓226.6円/㎥として算出。 

数値は目安です。削減料金や CO2排出削減量は、使用方法や使用機器等条件により異なります。 

出典︓家庭の省エネハンドブック 2022（東京都環境局）より作成 

区の家庭の使用量の平均値と 
比べてみよう！ 
まずは使用量をチェック♪ 

 
世帯人数 電力消費量（平均） 都市ガス消費量（平均） 

1人 177kWh 18m3 
2人 272kWh 28m3 
3人 272kWh 47m3 
4人 447kWh 34m3 
5人以上※ 540kWh 71m3 

 
 

家計にも環境にもやさしい省エネ行動をしよう 
「省エネ」は、エネルギーを効率的に使うこと。我慢や無理をするのではなく、かしこく、スマートにエネルギーを使うことです。 
省エネ行動は、身の回りで簡単にできるだけでなく、実は節約にもつながるものがたくさんあります。習慣的に取り組んで、二酸化炭

素排出量削減と家計の節約を同時に実現しましょう︕ 

実はオトクな省エネ行動を習慣づけよう︕ 

  

  

  

  

  

  

  

  

使用量を比較してみよう︕ 

● 2022（令和 4）年度 5月における区内世帯のエネルギー消費量 
世帯人数 電力消費量（平均） 都市ガス消費量（平均） 

1人 97kWh 7.7m3 
2人 142kWh 17.2m3 
3人 148.7kWh 27.2m3 
4人 268.3kWh 20.1m3 
5人以上※ 192.7kWh 25.5m3 
※アンケートでは、6人、7人、8人以上と設問設定しているものの、回答者数が少ないため、5人以上としている 

数値は、「2022年 地球温暖化に関するアンケート」より作成。四捨五入しています。 

 
 
 
 
 
 
  

～～文文京京区区はは 22005500 年年「「ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィ＊＊」」をを目目指指すすここととをを表表明明ししままししたた～～  

文京区は、区民、団体、事業者、区が二酸化炭素排出削減目標に向かって、地域一丸となってゼロカーボンシティ実現への取
組を進めていきます。 
地球温暖化防止のためには、区民の皆様一人一人が自分の問題として向き合い、身近なところから取り組むことが必要不可
欠です!!環境にも家計にもやさしい省エネ行動を習慣づけて、無理なく取り組んでいきましょう。 
＊ゼロカーボンシティ︓2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体のこと。（出典︓環境省 HP） 

 

 

フィルターをこまめに掃除する(月 2回程度) 
と 15.6Kg ＝ 850 円 ※ フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合

の比較 

      

 冷蔵庫に物を詰め込まないようにする 
と 21.4Kg ＝ 1,160 円 ※ 冷蔵庫に物を詰め込んだ場合と、半分にした場合の比較 

 
      

 電気ポットの長時間保温はしない 
と 52.6Kg ＝ 2,850 円 ※ 電気ポットで水 2.2L を沸騰させ、1.2L を使用後、6 時間保温状態にし

た場合と、プラグを抜いて保温しないで使用時に再沸騰した場合の比較 
      

 こまめにシャワーを止める 
と 30.7Kg ＝ 2,670 円 ※ 45℃のお湯を流す時間を 1日 1分間短縮した場合 

 
      

 テレビ画面は明るすぎないように設定する 
と 13.3Kg ＝ 720 円 ※ テレビ(液晶︓32V型)の画面の輝度を最適(最大⇒中間)にした場合 

 
 

\ 
家計のオトク 

CO2 
CO2削減量 

注）電気︓26.48円/kWh、ガス︓130.46円/㎥、水道︓226.6円/㎥として算出。 

数値は年間の目安です。削減料金や CO2排出削減量は、使用方法や使用機器等条件により異なります。 

出典︓家庭の省エネハンドブック 2022（東京都環境局）より作成 

区の家庭の使用量の平均値と 
比べてみよう！ 
まずは使用量をチェック♪ 

10 文京区環境政策課

ブース⑨  文京区環境政策課



資源物
19.8%

可燃物
78.4%

紙類
15.1%

びん・缶・
ペットボトル 0.6%
その他 4.2%

 容器包装
プラスチック
11.9%

製品
プラスチック

3.1%

不燃物
0.4%

排出不適物 0.3%
外袋 1.1%可燃ごみの

組成分析調査結果
令和元年度文京区家庭ごみ組成分析調査より

生ごみ
33.2%

（食品ロス　
　 7.3%含む）

その他
30.2%
その他
30.2%

可燃ごみに
占める割合

生ごみに
占める割合

直接廃棄（手つかず） 2.4％ 7.1％

直接廃棄（使い残し） 2.1％ 6.3％

食べ残し 2.9％ 8.7％

食品ロス小計 7.3％ 22.1％

その他生ごみ（調理くずなど） 25.8％ 77.9％

合計 33.2％ 100.0％

明るく楽しく果敢に取り組む、食ロス対策

詳細は
区HPへ▶

受付窓口のご案内
●文京区役所リサイクル清掃課（文京シビックセンター17階南側）

月～金曜日 午前８時30分～午後５時（祝日、年末年始を除く）

●イベント回収
●自宅訪問受取サービス（指定の着払い伝票で食品を郵送）

対象：リサイクル清掃課窓口等へ食品の持参が困難な区内在住の方

●出張回収臨時窓口

家庭 文京区役所 フードバンク 福祉団体や施設など
必要とする方へ届けられます！ ▲フードドライブでお預かりした未利用食品

フードドライブとは？
家庭で余っている食品等を持ち寄り、

広く地域の福祉団体や施設等に寄付するボランティア活動

　文京区では、食品ロスの削減と資源の有効活用のため、平成26年度からフードドライブ（未利用
食品の回収）を実施しています。
　フードドライブで回収した食品は、NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン及び文京区社会福
祉協議会を通じて、地域の福祉団体や施設、生活困窮者等へ届けられます。

　令和元年６月に実施した家庭ごみの「組成分析調査」より、
令和３年度の文京区の可燃ごみに含まれる食品ロスは推計年
間約2,038トン、そのうち手つかずで直接廃棄された食品は
推計約661トンでした。右の写真は、その一部です。

食品ロスとは… 買い過ぎ・期限切れ・食べ残し・過剰な除去（野菜の皮など）等により、
本来食べられたはずなのに廃棄されてしまう食品のこと。

フードドライブフードドライブ（未利用食品の回収）（未利用食品の回収）フードドライブフードドライブ（未利用食品の回収）（未利用食品の回収）フードドライブ（未利用食品の回収）

11文京区リサイクル清掃課

ブース⑩  文京区リサイクル清掃課



もったいないゼロプロジェクト 食品ロスを
減らそう

9

12 国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）

ブース⑪  国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）



引越は「引越安心マーク」の事業者で

引越の
ルール

4
お客様窓口を設置
万が一、トラブルがあった際ご相談を頂け
る窓口を本社（本部）に設けています。

引越の
ルール

3
確かな作業
建物や家具など適切な保護を行い、安全
に運びます。

引越の
ルール

2
きちんと見積り
下見に基づいた運賃・料金を提示します。
契約の重要事項（約款）を説明します。

引越の
ルール

1
しっかり下見
事前にお客様のお宅へお伺いし、荷物の
量などから作業の段取りを提案します。

人生のうちに何度もない引越だから、いい事業者と出会い、

安心で納得のいく、いい引越をしてほしい。そんな思いから

全日本トラック協会では平成 26 年度より「引越事業者優良

認定制度」を開始いたしました。この制度は、引越前の下見

や見積り、確かな作業などに関する“ 引越のルール ”を守る

事業者を、全日本トラック協会が引越優良事業者として認定

するもので、優良事業者には「引越安心マーク」を交付します。

引越は「引越安心マーク」の事業者で
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

引越安心マーク
相談窓口

フリーダイヤル ０１２０－１０９－８５５
平日１０：００～１２：００、 １３：００～１６：００
（土曜、日曜、祝日、年末年始、ゴールデンウイークを除く）

13公益社団法人 全日本トラック協会

ブース⑫  公益社団法人 全日本トラック協会



みどりの食料システム戦略 環境に優しく持続可能な
生産〜消費

　農林水産省では、だれ一人取り残されることなく、将来に渡って健康で、安全な食をみんなが
享受できるよう、環境に優しく持続可能な生産～消費を実現する「みどりの食料システム戦略」
を進めています。
　この取組は、私たち一人ひとりの協力と努力があってこそ、達成することができます。
　毎日当たり前に食べている食事が、環境にどのように影響しているかを知り、何を選んでどう
食べるべきか、一緒に考えてみませんか？～私たちにできること～～私たちにできること～～私たちにできること～

農林水産省
｢みどりの食料システム戦略｣

～私たちにできること～

農林水産省
みどりの食料システム戦略

私たちに私たちに
できることできること
私たちに

できること

14 農林水産省 関東農政局 東京都拠点

ブース⑬  農林水産省 関東農政局 東京都拠点



くらしに潜む製品事故にご注意！！

15独立行政法人 製品評価技術基盤機構（nite）

ブース⑭  独立行政法人 製品評価技術基盤機構（nite）



住み慣れた地域で安心して暮らすために
みまもり訪問

一人暮らし等の高齢者宅を、文京区社会福祉協議会に登録しているボランティア（み
まもりサポーター）が月２回程度訪問し、声かけをすること等で見守っていきます。

ご様子がいつもと異なる場合には、関係機関と連携して対応します。

対　象  以下の全てにあてはまる方
区内在住／65歳以上の方／ひとり暮らしの方、65歳以上のみの世帯、または日中独
居の方／介護保険のサービスやその他安否確認を目的とする制度を利用していない方

利用料  無料

問合せ  ささえあいサポート係   03（5800）2941

権利擁護センター　～福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）～

認知症や障害等により、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理、重要書類
の保管等に不安のある方に対し、適切な福祉サービスを選択し、円滑に利用するため
の手続きや支払いを支援します。また、日常生活に必要な生活費の払い戻しや預け入
れ、公共料金等の支払いの支援や、通帳や年金証書等の大切な書類をお預かりする等、
地域での在宅生活を安心して過ごせるようにお手伝いします。

対　象  以下の全てにあてはまる方
判断能力が十分でない方（認知症等の高齢者、知的障害者、精神障害者等）。
契約内容について判断ができ、契約締結能力がある方。

相談例
介護保険等の福祉サービスの手続きの仕方が分からない。
体が不自由でひとり暮らしなので、銀行や公共料金等の支払いに行けない。
大事な書類（権利書や通帳等）をどこにしまったのか分からなくなってしまう。

利用料  福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス：１時間800円
書類等預かりサービス：１か月1,000円

その他に成年後見制度の利用支援、弁護士・司法書士による無料の専門相談、成年
後見学習会などを実施しています。

問合せ  あんしんサポート文京（権利擁護センター）   03（3812）3156

みまもり訪問事業と
権利擁護センターのご紹介

16 社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

ブース⑮  社会福祉法人 文京区社会福祉協議会



電気を正しく安全にお使いいただくために
１．模擬分電盤単三パネルを使用したブレーカーの入り切り実体験

当協会で模擬分電盤盤を使用して疑似的に漏電状態を作ります。
来場したお客さまに漏電でメインブレーカーが落ちてしまった際の正しい復旧方法につ

いて実験を交えてお教えいたします。

２．パンフレットを活用した電気の正しい使い方の説明

省エネや効率的に電気を使用していただく為、パンフレットを活用して丁寧に説明
します。

３．電気に関する相談・質問コーナー

一般家庭の電気のトラブル相談や省エネ対策、その他のこともお答えします。

17一般財団法人 関東電気保安協会

ブース⑯  一般財団法人 関東電気保安協会



くらしを守る計量制度
            令和 4 年度文京区消費生活展小冊子の原稿 

「「くくららししをを守守るる計計量量法法」」～計量器の検定制度等について～ 

  

 
 

 

 

  

計計量量ははくくららししとと密密接接にに関関わわっってていいまますす  わたしたちのくらしの中では、体温や血圧の測定や、電気

やガスの使用量、毎日購入する食料品など日々の生活に関係するものから、製造業や、医薬品など普段気

がつかない分野まで様々な計量が行われています。もし、これらが正しく行われていないと大変なことに

なってしまいます。そのため、計量法では適正な計量が確保されるためのいろいろな制度を定めています。 

 

計計量量器器にに関関すするる規規制制 あなたは計量器が「正確かな」と疑問に思ったことはありませんか。もし肉や惣菜のはかり

売りに使用している「はかり」や車にガソリンを補給する給油器やなどが正確でないと消費者が損

をしてしまうでしょう。計量法では一般的に取引・証明に使用するものや消費者の生活の用に供さ

れるもののうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造や性能に係る基準を定める必要があ

る 18 種類の計量器を特定計量器と定め次の規制を課しています。（法２条、施行令２条） 

■ 特特定定計計量量器器： 商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料

油計、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など 18 種類を計量法で指定 

■■  計計量量器器のの規規制制： 特定計量器には次の規制がかけられています。  

① 特定計量器には技術基準が定められています 

② 特定計量器の製造・修理・販売する事業者には「届け出の義務」が課せられます。 

③ 計量器以外を使用した「取引・証明」のための計量を禁じ、特定計量器を使用する場合には、検定証印が付されたもの、

または基準適合証印を付したものを使用しなくてはなりません。 

④ 検定等の有効期限がある場合にはその期限内のものでなくてはなりません。 

  

検検定定制制度度  特定計量器が法で定める技術基準に適合していることを確認する検査を検定と

言い、東京都計量検定所などの公的機関がこの検定を実施し、合格したものには右図の検定証

印を付します。また、国から指定製造事業者に指定された事業者が製造を行い、右図の基準適

合証印を付したものも検定に合格したものと同等に扱われます。 

また、ライフラインで使用される水道・ガス・電気メーターなどの使用環境や性能の劣化が一様と考えられる計量

器には、一定の有効期間が定められています。有効期間を過ぎた場合は、取引や証明の用途には使用できません。 
  

ははかかりりのの「「定定期期検検査査制制度度」」  商店やスーパーの量り売りや医療機関等で取引や証明に使用される「はかり」には

検定の有効期間が定められていません。これに代わり、２年に一度、東京都計量検定所などの公的機関が行う定期検

査を受検してその性能を確認することを使用者に義務付け、不適正な計量器の使用の防止を図っています。 

・ 文京区における定期検査は東京都計量検定所が業務委託している指定検定機関の（一社）東

京都計量協会が行います。 

・ 定期検査に合格した「はかり」には右図の定期検査済ステッカーが付されます。一度お近く

の商店で使用している「はかり」を確認してみてはいかが。 

  

そそのの他他のの主主なな制制度度  主に家庭で使用されるキッチンスケール、ヘルスメーター、ベビースケールには

一定以上の性能であることを示す右図のマークが付されたものだけが販売されるよう規制しています。ご

自宅でこのマークがあるか確認してみましょう。また、健康管理に重要な特定計量器の体温計や血圧計は、

劣悪なものが出回らないよう検定証印等が付されたもの以外は販売だけでなく譲渡もできないよう規制しています。 
  

■詳しくは東京都計量検定所のホームページをご覧ください。 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/ 

 

みなさん、こんにちは、ぼくは東京都計量検定所のマスコットキャラクター「はかるん」です。 

わたしたちの身近にあり、生活に欠くことのできない計量。今回は、くらしに関わるさまざまな

計量を知っていただくとともに、正しい計量器を供給するために行なわれている計量器の検定制度

などについて紹介します。 

計量器の検定制度等
について

18 東京都 生活文化スポーツ局 計量検定所

ブース⑰  東京都 生活文化スポーツ局 計量検定所



金融トラブルに巻き込まれないで
 

 

 

 

 

 

 

  

〇〇甘甘いい儲儲けけ話話にに乗乗ららなないい！！  
・「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。 

・・「「絶絶対対にに儲儲かかるる」」安安易易なな儲儲けけ話話ははあありりまませせんん！！  

〇〇突突然然のの電電話話勧勧誘誘にに応応じじなないい！！ 
・・在在宅宅時時ででああっっててもも、、留留守守番番電電話話にに設設定定ししままししょょうう！！  

    ※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。 

〇〇すすぐぐにに周周りりのの人人にに相相談談！！ 
・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。 

・落落ちち着着いいてて電電話話をを切切っってて、、すすぐぐにに周周りりのの人人にに相相談談をを！！ 

〇〇株株やや社社債債等等のの投投資資勧勧誘誘はは、、業業者者のの登登録録をを確確認認ししてて！！ 
・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が跡を絶ちません。 

・最近では SNSをきっかけとした儲け話に関する相談も増加しています。 

・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。 

・・登登録録業業者者のの確確認認はは、、東東京京財財務務事事務務所所ままででおお電電話話をを！！  

 
  

    

 

返返信信用用原原稿稿用用  

 
悪質な投資勧誘にだまされないために 

甘甘いい儲儲けけ話話にに  

乗乗ららなないい  
突突然然のの電電話話勧勧誘誘にに  

応応じじなないい  

すすぐぐにに周周りりのの人人  

にに相相談談すするる  
登登録録のの有有無無をを  

確確認認すするる  

だだままさされれ          なないいでで！！  

疑疑わわししいい業業者者かからら教教ええらられれたた電電話話番番号号ににはは絶絶対対ににかかけけなないいでで！！  
 

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？？～悪質な投資勧誘にご用心～ 

財務省 関東財務局 東京財務事務所 

≪≪おお問問いい合合わわせせ先先≫≫  

関関東東財財務務局局  東東京京財財務務事事務務所所  理理財財第第６６課課    ☎☎００３３－－５５８８４４２２－－７７００１１６６ 

こんな言葉を
信用しちゃダメ！

19財務省 関東財務局 東京財務事務所

ブース⑱  財務省 関東財務局 東京財務事務所



迷惑メールにダマされないコツ
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、わたしたちの暮らしの

オンライン化が加速しています。有名企業やブランドを装ったフィッ
シング詐欺などの迷惑メールの着信も日常になりつつあります。

誰でもだまされる可能性があるフィッシング詐欺メールや迷惑
メールにダマされないコツ・ゼロトラストを紹介します。

最近の迷惑メールは、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。

最後に、迷惑メールでお困りのことがござい
ましたら、ぜひ、当センターサイトをご覧くだ
さい。
https://www.dekyo.or.jp/soudan/ © 2023 Japan Data Communications Association.

ゼロトラシスターズ

被害にあわないための日頃の備え

身に覚えのないメール・SMSは

【ひらかない】
メールのURL・リンクは

【タップしない】
個人情報やカード番号は

【入力しない】
スマホの場合、
送 信 者 と 件 名、
本文が数行表示
さ れ て い ま す。
あやしいメール、
身に覚えのない

メールは開かないほうが安全で
す。

フ ィ ッ シ ン グ
メールのURLは、
詐欺サイトにつ
ながるリンクが
埋め込まれてい
ます。タップす

ると詐欺サイトへアクセスして
しまいます。

基本的に、企業
から、メールや
SMSで個人情報
の入力を求める
ことはありませ
ん。その場合は

まず詐欺を疑いましょう。

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

メールフィルタリングサービス
で、あらかじめ迷惑メールは受
信しない設定にしておきましょ
う。

セキュリティソフトやアプリの
利用で、詐欺サイトへのアクセ
スなどを抑えられます。

ＯＳやアプリのアップデートは
更新通知を見逃さずしておきま
しょう。

ウーノ ドゥーエ トーレ

20 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

ブース⑲  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



手作り体験コーナー
文京区登録消費者団体のうち４団体が、日頃の

活動の中で作成している工作物などの作り方を
無料でお教えします。作成した体験品は、お持
ち帰りいただけます。

各回、材料がなくなりしだい終了となります。

イベントコーナー　スケジュール ※各コーナー、材料がなくなり次第終了

日時 メニュー 講師 会場

11時～12時 空き瓶リメイク ＮＰＯ法人 フード・風土 展
示
室
１　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
シ
ビ
ッ
ク

２月16日㈭ 12時～13時 石けんデコパージュ 東都生協 文京区連絡会

13時～14時 絵手紙 新日本婦人の会 文京支部

10時30分～11時30分 石けんデコパージュ 東都生協 文京区連絡会

２月17日㈮ 11時30分～13時30分 動く折り紙「万華鏡」 消費生活推進員の会

13時30分～14時30分 絵手紙 新日本婦人の会 文京支部

21イベントのご紹介
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出口 入口

展示室１：ギャラリーシビック

展示室２：アートサロン

受付

❹

❸

❷

❶

❺

❻
❽❿ ❼❾

手作り体験コーナー ギャラリーシビック

アートサロン

❶文京区消費者の会

❷消費生活推進員の会

❸新日本婦人の会 文京支部

❹東都生協 文京区連絡会

❺NPO法人 フード・風土

❻文京区消費者モニターサークル

❼文京区消費生活センター（推進員）

❽文京区危機管理課

❾文京区環境政策課

❿文京区リサイクル清掃課

⓫国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）

⓬公益社団法人 全日本トラック協会

⓭農林水産省 関東農政局 東京都拠点

⓮独立行政法人 製品評価技術基盤機構（nite）

⓯社会福祉法人 文京区社会福祉協議会

⓰一般財団法人 関東電気保安協会

⓱東京都 生活文化スポーツ局 計量検定所

⓲財務省 関東財務局 東京財務事務所

⓳一般財団法人 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター

⓲

⓳⓰
⓭

⓬

⓫

⓯ ⓮

⓱

受 

付
景品

引き換え 出入口

会　場　図

文京区消費生活センター
〒112−8555
文京区春日１−16−21
文京シビックセンター地下２階
TEL 03−5803−1105／FAX 03−5803−1342

相談専用TEL　03−5803−1106
受付時間９：30～16：00（月～金※祝日・年末年始を除く） 文京区応援キャラクター〈BUNレンジャー〉

ツツジパープル 菊イエロー 梅レッド 紫陽花ブルー 桜ピンク

印刷物番号：C0222046

◦発熱、咳、くしゃみなど風邪の症状がある方、体調のすぐれない方のご来場はお控えください。
◦各会場への入場の際は、マスクの着用、検温及び手指の消毒をお願いいたします。
◦混雑状況によっては、各会場において入場制限を行う場合がございます。
◦今後の感染拡大状況によって、イベント内容に変更が発生する可能性がございます。
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