
3,292件！ （一日あたり9件・都内ワースト2位）

被害の６割は、鍵をかけていませんでした

※被害場所の半分は自宅です

防犯対策の鉄則・油断は禁物!! 自宅でも！

わずかな
時間でも！

駐輪する時は、必ず鍵をかけましょう!!駐輪する時は、必ず鍵をかけましょう!!

◆通信販売や新車を購入した店以外で登録する際は、
　保証書または販売証明書が必要です。
◆住所や持ち主・名前が変わった時は、変更手続が必要です。
◆登録の有効期限は、登録日の翌年初から１０年間。
　続けて使用する場合は、新規登録が必要です。（有料）
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防犯登録（自転車の所有者は、登録が義務付けられています）

平成25年　区内の自転車盗難認知件数は、

警　　視　　庁
小松川

Ⓓ −１○×△□
防犯登録シール

消費者相談情報その１

悪質なインターネット通販サイトに騙されないために

「住宅の修理に保険金が使える」と誘う契約トラブルに注意！

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

祝日、年末年始を除く

＜ここがポイント　＞

＜ここがポイント　＞

☞ 電話で連絡がとれる業者であること
☞ 業者名が明記されていること
☞ 業者の所在地が完全に表記されていること。
※住所が完全に表記されていても、実は架空の住所だったという事例もあるので要注意。

☞ 突然の電話や訪問で、住宅修理工事の契約を執拗に迫る業者には、「契約しま
せん」と毅然と対応しましょう。

☞ 台風やひょうなどの自然災害で住宅の損害が生じた時は、契約先の損害保険
会社か代理店に連絡して、「補償の対象になるのか」、「どのように申請するの
か」を自分で確認することが大切です。

☞ 住宅修理工事契約の前には、複数の業者から見積もりを取り、修理内容や
金額について納得するまで説明を求めましょう。契約はくれぐれも慎重に！

消費者相談情報その２

契約をする前に、不安なことがあれば、消費者センターにご相談を！

　江戸川区では、地域の皆さんと協力し、自転車盗難の撲滅に向けた取り組みを
展開しています。今回は、自転車についての防犯対策や安全対策をご紹介します。

自転車に安心して乗るために！自転車に安心して乗るために！

１ 防犯 対 策

　インターネット通販で商品を申し込んだが、「商品が届かない」、
「頼んだ商品とは違うものが届いた」との相談が多発しています。
インターネット通販を利用する際には次のことに注意してください。

台風シーズンに増加が予想されます。
「火災保険から出る保険金で修理ができる」と
言われて住宅修理工事の契約をしたが、実際には、
「保険金が支払われなかった」、「保険金を支払った
のに工事をしてくれない」などのトラブルにご注意ください。



傷 害 保 険（注１） 賠償責任保険
死亡もしくは重度後遺障害

（１〜４級） 入院１５日以上 死亡もしくは重度後遺障害
（１〜７級）

第一種（青色）TSマーク 一律 　３０万円 一律 　１万円 １，０００万円
第二種（赤色）TSマーク 一律 １００万円 一律 １０万円 ２，０００万円

消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★
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◆このマークがある自転車で製造上の欠陥による事故が発生した
場合は、マークを付けた事業者の責任で補償されます。

◆補償内容（金額）は、事故の状況により異なります。

（業界の安全・環境負荷基準に適合した証のマーク）

BAAマーク

◆自転車も最大積載量が決められています。18kgなら「18kg」
「C−18」「Max18kg」「CLASS18」など、車体のシールや取扱
説明書に表示されていますので、確認しましょう。

◆過積載は走行中の車体破損事故を引き起こす可能性があり、危
険です！特に、子どもの体重とチャイルドシートの重量の合計
が超えないよう、注意しましょう。

◆乗車中の傷害保険・賠償責任保険が付いています。
　（加入手続き必要）

（ＪＩＳ規格）

警 告
チャイルドシートは
取付できません

最大積載量

18kg
最大積載量
シール表示例

最大積載量18kg以下の自転車に、
チャイルドシートを取り付けることはできません。

（自転車安全整備士の点検整備済みマーク）

青色TSマーク 赤色TSマーク

＊注１　交通事故で事故の日から１８０日以内に入院、死亡又は重度後遺障害を負った場合が対象です。

◆ＴＳマークの看板がある店で、技術検定に合格した自転車安全整備士に
シールを貼ってもらうよう点検整備を依頼します。（工賃有料）

◆マーク（保険）の有効期限は１年間。改めて点検整備すれば更新でき
ます。今貼ってある方は、マークの期限を確認しましょう！
より大きな補償額に備えるには、民間の自転車用損害保険などに加入する方法があります。豆知識

ＢＡＡマーク

最大積載量表示

ＴＳマーク

ブレーキやハンドル・タイヤなど「乗る前点検」も忘れずに！ブレーキやハンドル・タイヤなど「乗る前点検」も忘れずに！ブレーキやハンドル・タイヤなど「乗る前点検」も忘れずに！

小松菜の簡単ピザ
ピザの作り方

① 薄力粉、強力粉、バター、塩を軽く混ぜ合わせ、水を加減しながら加え、さらに混ぜ
合わせます。

② 生地を５等分にして丸め、ラップをかけてしばらく置きます。（夏は冷蔵庫に）
③ 打ち粉をして、めん棒で、円形に薄くのばします。
④ フライパンに薄くオリーブオイルをしき、弱火で両面が白くなるまで焼きます。

〜フライパンでピザを作りましょう〜

・薄力粉　８０ｇ　　　　　　　・水　１３０〜１４０mlくらい
・強力粉　１６０ｇ　　　　　　・塩　小さじ1/2
・無塩バター（常温）　５０ｇ　　・オリーブオイル　適量
・打ち粉（強力粉）適量

材料（５枚分）

ピザのトッピング

① 上記のチーズと小松菜以外の材料を指定の切り方に切ります。
② 小松菜は、さっとゆでて、水気をしぼり１㎝長さに切ります。
③ 焼けたピザ生地は、オリーブオイルを薄く塗ったアルミホイルに並べ、ピザソースを
ぬります。

④ ③にチーズ以外の材料を均等にトッピングし、その上にチーズをかけます。
⑤ 温めておいたフライパンに、④を静かにのせ、弱火にして、ふたをします。
（アルミホイルを大きめに切って、ふたがわりにしてもＯＫ）
⑥ 焦がさないように時々ふたを取って確認し、チーズが溶けたら出来上がりです。
フライパンから取り出す時、熱いのでヤケドをしないように気をつけてください。
適当な大きに切って食べましょう。

・玉ねぎ　中1/2個…薄切り　　　　・ウィンナーソーセージ４０ｇ…薄切り
・ピーマン　２〜３個…輪切り　　　・マッシュルーム缶（薄切り）…小缶１個
・小松菜　1/4束　　　　　　　　　・ベーコンまたはハム４０ｇ…たんざく切り
・コーン缶…小缶１個　　　　　　　・ピザ用チーズ　２５０ｇ
・ピザソース　適量　　　　　　　　・オリーブオイル　適量

材料（５枚分）

　消費者センターに登録している６つの消費者団体のうち、『コープみらい・江戸川区コー
プ会』『小岩店クラブ』『くらしの会』が活動に参加しています。月例会や研修会で消費者
問題を勉強し、よい暮らしの実現に役立つ情報を区の行事や『ｅくらし（本紙）』などで
発信しています。

消費者団体連絡会の活動紹介

ＢＡＡマーク

最大積載量表示

ＴＳマーク

小松菜の簡単ピザ
〜フライパンでピザを作りましょう〜

２ 安全 対 策
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