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知って、減らそう！食品ロス
～大切な食べものムダにしていませんか～

● アドバイスセンター展示室では、令和4年7月下旬から10月中旬の間、「知って減ら

そう！食品ロス～大切な食べものをムダにしていませんか～」をテーマに、食品ロスの

現状や削減についての展示を開催中です。

【主な展示内容】

１．食品ロスの現状

・帯広市の現状 家庭ごみの量と削減目標

・食品ロスをめぐる現状、食品ロスの発生要因、削減目標

２．世界の食品ロスの状況

・各地域におけるfoodloss（食品ロス）の割合

・地域別1人当たりの年間foodwaste（食品の廃棄）の量

３．食品ロスを減らしてみよう

【配布資料】

・ 計ってみよう 家庭での食品ロス （消費者庁発行冊子）

・ 今日から実践！ 食品ロス削減（消費者庁発行チラシ） ほか

帯広市民1人1日あたりの家庭ごみ排出量

燃やす

ごみ 337g

110g

燃やさない

ごみ

３５０g/人・日

現状（平成30年） 目標（令和11年）

家庭でできる生ごみ減量の取組

食材を「使いきる」

調理した料理を「食べきる」

生ごみの「水をきる」

第2回

企画展示

447g/人・日

燃やす

ごみ

燃やさない

ごみ

約半分は

生ごみ
生ごみ
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令和３年度 消費生活相談の概要

帯広市消費生活アドバイスセンター

【受付状況】

・令和３年度に当センターに寄せられた相談件数は1,262件で、前年度より112件減少し、

「苦情」1,061件、「問合せ」200件、「要望」1件でした。

・相談方法では「来訪」が245件、「電話」1,016件、「文書」1件となりました。

・年齢別では、20歳未満で4件増加した他は、各年代で相談件数が減少しています。依然

として高齢者の割合が高く70歳代以上が25.8％を占めています。

・販売購入形態では、「通信販売」が最も多く456件と全体の36.1％を占めています。

「電話勧誘販売」が９件増加、大型店舗に臨時に数日間出店し商品やサービスを販売

するなどの「その他無店舗販売」が前年よりも４件増加しました。

【商品・役務分類】

・「商品」に係わる相談は、クレジットカードの不正利用など商品が特定できない「商

品一般」が139件と最も多く、次いで健康食品や飲料などの「食料品」が87件でした。

前年度相談の多かったマスクなどの「保健衛生品」は55件減少し73件となりました。

・「役務」に関しては、情報商材や出会い系サイトに関する「教養・娯楽サービス」が

131件と最も多く、次いで火災保険の申請代行や通信契約のサポート契約といった「他

の役務」が92件、賃貸アパートなどの「レンタル・リース・賃貸」が91件、光回線や

携帯電話サービスなどの「運輸・通信サービス」が89件、借金やFX、バイナリーオプ

ション等の投資に関する「金融・保険サービス」が88件と続いています。

【令和３年度の特徴】

・高齢者のインターネット通販トラブルが増加

70歳以上では、通信販売の相談80件のうち半数を超える43件がインターネット通販と

なっており、パソコンの偽警告表示や悪質サイトに関する相談が目立ちました。

・SNS広告をきっかけとした偽サイトなどのトラブル増加

「SNSの広告で大手百貨店と思い注文した商品が届かず、サイトをよく確認すると偽サ

イトだった」など、SNSの広告がきっかけのトラブルが増加しました。

・投資や副業など儲け話のトラブル増加

20歳代など若年層では、SNSで知り合った相手から「スマホを1日数分操作するだけで

簡単収入」「悩みを聞いてくれたら報酬を渡す」といった投資や情報商材、副業や出

会い系サイトの被害に関する相談が多数寄せられました。

・定期購入トラブル依然として相談が多い

健康食品や化粧品などの「お試し１回限りのはずが定期購入だった」「電話が混み合

っていて定期購入の解約手続きができない」といった相談が前年に引き続き多く寄せ

られました。また、ネット通販だけではなくテレビショッピングでも電話注文の際に

定期購入契約の勧誘を受けるケースが目立ちました。

・新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルスに関連する相談は40件で前年度の102件から大幅に減少しました。

しかし、長引く新型コロナウイルスの影響による収入の減少から「家賃やローンの支

払いが困難」といった多重債務に関する相談が前年度よりも増加しました。
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受付状況 

年 度 ３年度 ２年度 増減 

相談件数 1,262 1,374 -112 

苦問要 

苦情 1,061 1,150 -89 

問合せ 200 222 -22 

要望 1 2 -1 

相談 

方法 

来訪 245 252 -7 

電話 1,016 1,120 -104 

文書 1 2 -1 

契

約

当

事

者

属

性 

性

別

等 

男性 499 568 -69 

女性 660 718 -58 

団体・不明 103 88 15 

年

齢

別 

20 歳未満 28 24 4 

20 歳代 100 101 -1 

30 歳代 115 129 -14 

40 歳代 187 197 -10 

50 歳代 179 198 -19 

60 歳代 162 210 -48 

70 歳以上 326 350 -24 

その他・不明 165 165 0 

販

売

購

入

形

態 

店舗購入 277 282 -5 

訪問販売 57 65 -8 

通信販売 456 496 -40 

ﾏﾙﾁ・ﾏﾙﾁまがい 11 13 -2 

電話勧誘販売 101 92 9 

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ・ｵﾌﾟｼｮﾝ 0 7 -7 

訪問購入 10 13 -3 

その他無店舗販売 6 2 4 

不明・無関係 344 404 -60 

 

商品・役務分類別件数 

年 度 ３年度 ２年度 増減 

商

品 

商品一般 139 158 -19 

食料品 87 118 -31 

住居品 57 40 17 

光熱水品 23 14 9 

被服品 70 64 6 

保健衛生品 73 128 -55 

教養娯楽品 85 87 -2 

車両・乗り物 30 36 -6 

土地・建物・設備 27 23 4 

他の商品 3 0 3 

商品計 594 668 -74 

役    

務 

クリーニング 3 7 -4 

ﾚﾝﾀﾙ・ﾘｰｽ・賃貸 91 84 7 

工事・建築・加工 27 27 0 

修理・補修 12 14 -2 

管理・保管 0 0 0 

役務一般 12 4 8 

金融・保険ｻｰﾋﾞｽ 88 96 -8 

運輸・通信ｻｰﾋﾞｽ 89 223 -134 

教育ｻｰﾋﾞｽ 5 2 3 

教養・娯楽ｻｰﾋﾞｽ 131 36 95 

保健・福祉ｻｰﾋﾞｽ 32 50 -18 

他の役務 92 66 26 

内職・副業・ねずみ講 12 4 8 

他の行政ｻｰﾋﾞｽ 18 25 -7 

役務計 612 638 -26 

他の相談 56 68 -12 

総合計 1,262 1,374 -112 

 

通信販売の契約当事者の年齢構成  ＊（ ）通信販売のうちインターネット通販の件数 

年 代 20歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70歳以上 その他 合 計 

３年度 20（19） 54（42） 52（48） 73（61） 84（73） 56（48） 80（43） 37（28） 456（362） 

２年度 16（16） 44（40） 56（49） 93（77） 96（86） 77（59） 79（36） 35（24） 496（387） 

増減 4(3) 10(2) -4(-1) -20(-16) -12(-13) -21(-11) 1(7) 2(4) -40(-25) 

 

● 令和3年度相談受付状況
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「マイナンバーカード勉強会」を開催しました
調査部部長 沼田秀実

6月14日に、とかちプラザにおいて、帯広市戸籍住民課の内藤彩氏を講師にお招きしてマイ

ナンバーカード勉強会を行いました。

勉強会には、調査部員のほか、企画部、啓発部など、12名が参加し、マイナンバーカード

でできることや申請方法などについて学びました。

マイナンバーとは日本国内に住民票がある全ての人に付番されている12桁の番号であり、

マイナンバーカードは、そのマイナンバーが記載された顔写真付きのプラスチック製カード

です。

マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として使えるほか、専用の機械が設置さ

れている医療機関では、健康保険証として使えます。

マイナンバーカードの申請は、本人確認書類（顔写真なしの場合は2点）と通知カード、申

請書（自宅にある場合）を持って市役所の窓口で申請するほかに、申請機能のある写真機を

使ったり、郵送やスマホでも申請することができます。

市役所で申請する場合は、申請に必要な写真は、無料で撮影してもらえます。

マイナンバーカードやカードに記録されているオンライン手続きや各種証明書のコンビニ交

付などに必要な電子証明書には、それぞれ有効期限があり、また、暗証番号の登録が必要と

なります。

令和4年9月30日までにマイナンバーカードを申請した人は、マイナンバーカードを使って

ポイントの予約・申し込みを行うと、選択したキャシュレス決済サービスに対して、買い物

などで使えるポイントが最大20,000円分付与されるキャンペーンが実施されています。

健康保険証の利用申し込みで7,500円分、公金受取口座の登録で7,500円分のマイナポイン

トが付与されるほか、お買い物や現金チャージの金額の25％、最大5,000円がポイントとし

て付与されます。

マイナポイントの手続きは、スマホやパソコン、市役所窓口やイオン、携帯電話ショップ、

コンビニなどででき、申請の期限は令和5年2月末となっています。

また、帯広市では、8月からマイナンバーカードセンターをイトーヨーカドーに開設し、

マイナンバーカードの申請を受け付けており、10月からはマイナポイントのサポートも行い

ます。

マイナンバーカードの使い道や申請方法、マイナポイント等について、詳しく知りたい方

は、帯広市戸籍住民課にお問い合わせください。

また、住民票や印鑑証明書などの証明書をコンビニで取

得することができるほか、確定申告（e－Tax）や子育てに

関する手続きなどをオンラインで行ったり、ネットバンキ

ングなどの民間の手続きに利用することができます。

スマホを持っている人は、コロナワクチンの接種証明書

を取得することもでき、今後、転入転出手続きのワンスト

ップ化や運転免許証との一体化が予定されています。

これからも、マイナンバーカードの使い道は広がって

いくとの説明がありましたので、今後も調査を続けなが

ら、随時皆さんに情報発信を行いたいと思います。

最後に、とてもわかりやすく、ていねいに説明してい

ただいた講師の内藤様に心からお礼を申し上げます。
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：　令和4年7月中旬～8月3日まで

：　円(小数点以下銭）

前　月 1,851.80 2,552.00 2,281.93 4,902.98 5,610.00

平均 最低 最高 平均

5,610.00

5,264.33 8,207.54 9,405.00 8,767.51

5,311.56 8,420.94 9,405.00 8,861.98今　月 1,873.14 2,559.00 2,291.38 5,009.68

165.00 179.00 168.67

プロパンガス（メーター買い）３店

１㎥当たり ５㎥当たり １０㎥当たり

最低 最高 平均 最低 最高

前　月 113.00 123.20 119.40 前　月

最低 最高 平均

今　月 113.00 123.20 119.40 今　月 155.00 172.00

最低 最高 平均

160.50

令和4年8月　価格の動向
購 入 日

単 位

灯油（１㍑当たり）５店 ガソリン(１㍑当たり)12店

5月19日（木）、とかちプラザ研修室307において、帯広市消費生活アドバイスセンターの坪相談員が講師

を務める消費者被害予防講座が「東日常生活圏域ちょっとした支え合いサポーター」主催で開催されまし

た。

高齢者を狙った特殊詐欺の手口と対策について、同センター杉山相談員熱演の寸劇を交えてリアルな詐

欺の実態を再現し注意を呼びかけました。

● その他の消費者講座 6月30日 清柳スポーツクラブ（杉山相談員）

7月22日 西陵クラブ（櫻井相談員）

● 地域消費者講座は、町内会、老人会、各種サークル等で、消費者として、訪問販売・通信販

売・悪質商法など身近な問題について学んで頂きます。ご希望のテーマに沿った講座を開催い

たしますので、お気軽にお問合せ下さい。

（帯広市消費生活アドバイスセンター TEL 0155-22-8393）

第59回北海道消費者大会

メインテーマ

「ひとに優しいデジタル改革とは

～誰ひとり取り残さないために～

開催日：令和4年9月9日(金）10:15～15:10

場 所：かでる２･７「かでるホール」

（札幌市中央区北2西7）

主 催：一般社団法人北海道消費者協会

【基調講演】

デジタルクリエーター

ICTエバンジェリスト 若宮 正子 氏

「訪問販売お断りステッカー」

ご家庭の「訪問販売お断りステッ

カー」は剥がれたり、見づらくなっ

ていませんか。

新しいものを同封しましたので、

ぜひご活用下さい。
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令和４年度 相談件数 　協賛団体のご紹介（令和4年7月現在）

宅配便かと思って玄関を開けたら新聞勧誘だった。

Ｑ

Ａ

帯広市消費生活アドバイスセンター

室談相 (0155)22-8393

当協会の目的と活動にご協賛いただいている協賛団体の方々です。

● 来海有起税理士事務所

● 帯広地方卸売市場株式会社

● 株式会社ズコーシャ

● 株式会社帯広ジャパン

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋株式会社

● 株式会社オカモトホールディングス

● 株式会社まるよし

令和4年度 累計件数

(4月～7月)

378件

6月

102件

昨年秋頃、自宅に誰かが訪ねてきたので、宅配か郵便なのかと思って玄関を開けた。

新聞の勧誘だとすぐにわかったが、玄関先に飾ってある花や自作の手芸品をほめられ、

つい話し込んでしまった。収入が減り、今まで購読していた他社の新聞もやめたので

要らないと断ったが、3か月後から半年間だけ取ってくれれば良いと言われたので契

約した。昨年の話なので、契約したことをしばらく忘れていたが、今年春から新聞が

投函されて契約していたことを思い出した。支払が大変だし、そもそも新聞をあまり

読まないので断りたい。

ご相談は、新聞勧誘員の訪問を受けて契約したもので、「契約書面を受け取った

日」を含め8日間はクーリング・オフによる無条件解約ができます。

しかし、ご相談頂いたときは、クーリング・オフの申し出期間を過ぎていました。

契約書面の内容によると6か月間、購読する内容となっていました。

契約期間の定めがある場合は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則で

す。必要のない契約はせず、きっぱり断りましょう。

北海道消費生活条例では、訪問販売お断りステッカーを貼っている住居を訪問し

て勧誘することを不当な取引方法として禁止していますのでご活用ください。

ステッカーが手元にない場合は手書きでも効果は同じです。

不要な契約をしたと思ったときは、早めに帯広市消費生活アドバイスセンターに

ご相談ください。

7月

86件

ステッカーは、

アドバイスセンター展示

室にありますので、ご自

由にお持ちください。
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