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　食品ロスとは、食べられるにもかかわらず廃棄される食品をいいます。日本では、年間約
8500万トンの食料が国内および海外から調達されています。そのうちのおよそ２割、約1800万
トンが食品廃棄物として捨てられています。食品廃棄
物中の食品ロス量は、約500万トン〜800万トンと試算
され※1、2011年に国連世界食糧計画（ＷＦＰ）が世界の
食料欠乏国へ行った食料援助量380万トン※2を大きく
超えています。
　食品ロスの削減について考えてみましょう。

※1，3　数値は農林水産省資料「食品ロスの削減に向けて」（平成24年10月）より引用
※2　　数値は外務省資料「国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の概要」（平成25年３月）より引用

【参考】家庭における食品ロスの内訳
（一人１日あたりの食品ロス量）

出典：農林水産省資料を基に消費者庁にて作成
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消費者相談情報

増えています！架空請求
　最近、下記の事例のような架空請求に関する相談が増えています。特に、「身辺調
査をする」「法的手段を取る」「告発する」など、消費者を強い不安に追い込む悪質な
手口が多くみられ、十分注意が必要です。

発行：江戸川区消費者センター
〒132−0031　江戸川区松島1−38 −1 グリーンパレス１階
TEL：03−5662−7635　FAX：03−5607−1616
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shouhisya_center/index.html

　突然、訪問して強引に契約をせまる悪質な訪問販売。「いりません！」ときっぱり断
ることが大切ですが、断り切れずにトラブルになるケースが発生しています。

　消費者センターでは、意思をあらかじめ表示できるように、自宅の
門や玄関等に貼れる「訪問販売お断りシール」を作成してお配りして
います。下記施設に置いてありますので、ぜひご利用ください。
＊消費者センター（グリーンパレス１階）、区民課（区役所南棟１階）、
各事務所、コミュニティ会館など。

お知らせ

事例１

事例２

　携帯電話に、「サイト運営会社から依頼を受けて、有料サイトの利用料滞納者を調
査している。このまま放置した場合、身辺調査を行って法的措置を取る。すぐ連絡す
るように」というメールが届いた。利用した覚えは全く無いが不安になり、指定の番
号に電話をかけたら、未納の利用料６万９千円を払えと言われた。

　知らないＮＰＯ法人と弁護士の連名で告発文が郵便で届いた。「過去にわいせつ物
を購入し法律違反に該当するため告発する。告発を取り下げたいなら、指定期日まで
に当団体に連絡するように」と書いてある。全く身に覚えが無いが、電話した方がい
いのか。

相談専用電話 ☎03−5662−7637
（月曜〜金曜 9：00〜16：00）

土、日、祝日、年末年始を除く

食品ロスの削減を
心がけています！

消費期限切れや
賞味期限切れにより、

食事として使用・提供せずに
そのまま廃棄

食事として
使用・提供されたが、
食べ残して廃棄

食べられる部分まで
過剰に除去して廃棄

（例：大根の皮の厚剝き）

食品ロスの約半分は家庭から
　食品ロスの半分は家庭から出され、2009年の一人１日当たりの食品ロス量は41グラムです※3。
2013年５月の江戸川区の人口が約67万６千人ですので、私たちの区からも年間１万トン程度の
食品ロスが発生することになります。食品ロスの原因には、以下の３つが指摘されています。
①食べられる部分まで過剰に捨ててしまう。
②食品の期限表示切れなどを理由に食べずに捨ててしまう。
③食事を食べ残す。

①請求者には連絡しないで無視する。
脅して連絡させることで電話番号など個人情報を入手し、さらに悪質な請求をする
のが目的です。

②不安な場合は、消費者センターにご相談ください。

＜ここがポイント　＞

過剰除去
22.7g
（55％）直接廃棄

7.3g
（18％）

食べ残し
11.1g
（27％）１日の

合計
41.0g



食品ロスを減らすために家庭でできること

　食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味
期限」の２種類があります。

●「消費期限」表示の食品は、期限内に食べ
切りましょう！

●「賞味期限」表示の食品は、期限を過ぎて
もすぐに食べられなくなるわけではありま
せん。
食品を捨てる前に食べられるかを適切に判
断しましょう！

　冷蔵庫などで保存している食品をチェックし
てから買い物に行きましょう。必要な食品の種
類や量をメモして買うことも大切です。買いす
ぎて使い切れずに捨ててしまうことのないよう
に気をつけましょう。

　野菜・食肉等は、生産者が一生懸命に育てた
命です。感謝の心を大切に残さず食べましょう。
食事の時に食材の話をすると、家庭での食育に
もなります。「江戸川産の小松菜を使ったリゾッ
トです。」などと話しながら食卓を囲んでみて
はいかがですか。

食品ロスを意識すると消費行動が変わります。

　日本は国内で必要な食料の多くを輸入に頼っていますが、適切に利用しきれ
ていない結果が食品ロスとして表れているように思えます。世界では、食料不
足が深刻な国や地域も多くあります。この現状を十分に考えて、まずは「食品
を無駄にしない」意識を持ちましょう。意識が変われば、買物の時に食品の表
示をよく確認して、必要な食品を選択し買うことになります。

１ 期限表示を正しく理解して、食品を使い切りましょう！

２ 買い物前に食品の在庫をチェックしましょう！

３ 食に感謝する習慣を身につけましょう！

　「契約」って、ハンコを押した書類を交わすというイメージがありますが、
実は毎日のくらしの中で何気なく行っていることも「契約」です。確認してみ
ましょう！ 

◆電車やバスに乗る。
◆コンビニでお弁当を買う。
◆洋服をクリーニングに出す。
◆自動販売機でジュースを買う。
◆レンタルショップでＤＶＤを借りる。

◆遊園地に入園料を払って入園する。
◆コインロッカーに荷物を預ける。
◆大学や専門学校の入学手続きを行う。
◆スポーツクラブの会員登録を行う。

１　契約は、当事者同士でお互いの意思（申込みと承諾）が合えば、特に契約書
面が無くても、口頭でも成立します。
２　成立すると、その実現のための「権利と義務」「法的責任」が発生します。

ポイント！

おすすめレシピ「葛西のトマコマリゾット」
（トマトと小松菜）

共育プラザ 「中高生農園クラブ食育イベントHow To ベジ食べる？2013」
～野菜を食べて元気いっぱい～　レシピコンテスト・オーディエンス賞作品（共育プラザ葛西）

＜作り方＞

レシピコンテストは、江戸川区共育プラザ６館（平井、南小岩、一之江、南篠崎、葛西、小岩）一体化事業として実施しています。
各館の中高生農園クラブでは、農作物の栽培、収穫、研究、また収穫した作物によるレシピ研究などの体験を通して、農業への関
心、食育の実践態度を培うことを目的としています。また、農園サポーターはじめ農業関係者や地域の皆さんとの関わりを通して、
世代間交流を広め、地域社会の一員としての意識を高めています。

① みじん切りした玉ねぎとニンニク、１㎝角のベーコンを、バターを
ひいたフライパンで炒める。

② 玉ねぎに火が通ったら、１㎝角に切ったパプリカときのこ２種類を
炒める。

③ 両手鍋にバターを入れ、ザルで水気を切った米を、米の白さが抜け
るまで軽く炒める。

④ 両手鍋に、炒めた野菜とトマト缶を入れる。
⑤ コンソメをお湯で溶かしたものを、水気がなくなったら、その都度
足しながら３０分ほど煮る。※かき回しながら！

⑥ 頃合いを見て小口切りの小松菜を下ゆでせずに入れる。
⑦ ご飯の芯がなくなったら火を止め、塩・こしょうで味を整え、器に
盛り、パルメザンチーズとパセリをかける。

＜こだわりのポイント＞
① パプリカは小さめに切ることで食べやすくなります。
② 小松菜は最後に入れることで、歯ごたえと食感を楽しめます。

材料（４人分）

品質が比較的劣化しにくい食品で
あり、おいしく食べることができ
る期限です。スナック菓子、即席
めん、缶詰などに表示。

品質劣化のスピードが早い食品に
付けます。弁当、調理パン、惣菜、
食肉などに表示。

消 費 期 限

賞 味 期 限
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消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★

ご存知ですか!? 〜これも契約なの??〜ご存知ですか!? 〜これも契約なの??〜ご存知ですか!? 〜これも契約なの??〜

おすすめレシピ「葛西のトマコマリゾット」
（トマトと小松菜）

材　　料 分　量
玉ねぎ 中１個
にんにく ２欠け
ベーコン 105g
パプリカ ２個
まいたけ １パック
エリンギ １パック
米 ２合
トマト缶 １缶
コンソメキューブ ４個
湯 1200㎖
小松菜 ４分３束
塩、こしょう 適量
パルメザンチーズ 適量
パセリ 適量
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門や玄関等に貼れる「訪問販売お断りシール」を作成してお配りして
います。下記施設に置いてありますので、ぜひご利用ください。
＊消費者センター（グリーンパレス１階）、区民課（区役所南棟１階）、
各事務所、コミュニティ会館など。

お知らせ

事例１

事例２

　携帯電話に、「サイト運営会社から依頼を受けて、有料サイトの利用料滞納者を調
査している。このまま放置した場合、身辺調査を行って法的措置を取る。すぐ連絡す
るように」というメールが届いた。利用した覚えは全く無いが不安になり、指定の番
号に電話をかけたら、未納の利用料６万９千円を払えと言われた。

　知らないＮＰＯ法人と弁護士の連名で告発文が郵便で届いた。「過去にわいせつ物
を購入し法律違反に該当するため告発する。告発を取り下げたいなら、指定期日まで
に当団体に連絡するように」と書いてある。全く身に覚えが無いが、電話した方がい
いのか。

相談専用電話 ☎03−5662−7637
（月曜〜金曜 9：00〜16：00）

土、日、祝日、年末年始を除く

食品ロスの削減を
心がけています！

消費期限切れや
賞味期限切れにより、

食事として使用・提供せずに
そのまま廃棄

食事として
使用・提供されたが、
食べ残して廃棄

食べられる部分まで
過剰に除去して廃棄

（例：大根の皮の厚剝き）

食品ロスの約半分は家庭から
　食品ロスの半分は家庭から出され、2009年の一人１日当たりの食品ロス量は41グラムです※3。
2013年５月の江戸川区の人口が約67万６千人ですので、私たちの区からも年間１万トン程度の
食品ロスが発生することになります。食品ロスの原因には、以下の３つが指摘されています。
①食べられる部分まで過剰に捨ててしまう。
②食品の期限表示切れなどを理由に食べずに捨ててしまう。
③食事を食べ残す。

①請求者には連絡しないで無視する。
脅して連絡させることで電話番号など個人情報を入手し、さらに悪質な請求をする
のが目的です。
②不安な場合は、消費者センターにご相談ください。

＜ここがポイント　＞

過剰除去
22.7g
（55％）直接廃棄

7.3g
（18％）

食べ残し
11.1g
（27％）１日の

合計
41.0g


