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愛知県消費生活総合センター　（０５２）９６２－０９９９
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岡崎市消費生活センター
一宮市消費生活センター
瀬戸市消費生活センター
知多半田消費生活センター
（半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）
春日井市消費生活センター
海部地域消費生活センター
（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村）
碧南市消費生活センター
刈谷市消費生活センター
豊田消費生活センター
安城市消費生活センター
西尾市消費生活センター
犬山市消費生活センター
常滑市消費生活センター　
江南市消費生活センター
小牧市消費生活センター
稲沢市消費生活センター

（０５２）２２２－９６７１
（０５６４）２３－６４５９
（０５８６）７１－２１８５
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（０５６８）８５－６６１６
（０５６７）２３－０１５０

（０５６６）４１－３３１１
（０５６６）９１－１１９５
（０５６５）３３－０９９９
（０５６６）７６－７７４９
（０５６３）６５－２１６１
（０５６８）４４－０３９８
(０５６９）４７－６１３９　
（０５８７）５３－０５０５
（０５６８）７６－１１１９
（０５８７）３２－２５９４

東海市消費生活センター　
大府市消費生活センター
知多市消費生活センター
知立市消費生活センター
尾張旭市消費生活センター
岩倉市消費生活センター　
豊明市消費生活センター　

日進・東郷消費生活センター

清須市消費生活センター　
北名古屋市消費生活センター
みよし市消費生活センター
長久手市消費生活センター
扶桑町消費生活センター　
東三河消費生活総合センタ－
・東三河消費生活豊川センター
・東三河消費生活蒲郡センター
・東三河消費生活新城センター
・東三河消費生活田原センター
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消費者ホットライン
※身近な消費生活相談窓口につながります。

困った時は
早めに相談しましょう。 ☎188（いやや！）

※相談は、原則それぞれの市町村にお住まいの方を対象としています。 相談受付日や時間は、ＷＥＢページや広報紙等で事前にご確認ください。
　新型コロナウイルス感染症対策として、相談日・時間・方法等が変更されていることがあります。
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印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

【県民文化局県民生活部県民生活課】

検 索あいち暮らしweb 検 索

●製造・販売元や型式が明示されていない商品や、仕様が不明確な商品を購入するのは避けましょう！
●充電器やモバイルバッテリーについては、PSEマーク※が表示されていることも確認しましょう！

　充電が繰り返しでき、電池の小型化・軽量化を可能にしたリチウムイオン電池は、スマートフォンやタブレット
端末をはじめ、モバイルルーターやモバイルバッテリーといった身近な商品に広く利用されています。
　リチウムイオン電池は多くのエネルギーを蓄えられ便利な一方、充電の際の危害や危険がある
ため、取り扱いには十分な注意が必要です。

※一般的な料理で使う食酢での処理、
　塩漬け、醤油やわさびで、
　アニサキス幼虫は死滅しません。

　アニサキス幼虫は、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に
寄生します。
　長さ2～3cm、幅は0.5～1mmくらいで、白色の少し太い糸のように見えます。
　食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛みや悪心、嘔吐を生じます。
　魚介類を食べる場合は、次のポイントに気を付けましょう。

【保険医療局生活衛生部生活衛生課】

“アニサキス”による食中毒を予防しましょう！

◆魚を購入する際は、新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で
　購入した際は、速やかに内臓を取り除く。
◆なるべく加熱（70℃以上、または60℃なら1分）
　または冷凍(-20℃で24時間以上)する。
◆内臓を生で食べない。
◆目視で確認して、アニサキス幼虫を除去する。

ポ 

イ 

ン 

ト

スマートフォンを充電をしたまま寝た
ところ、朝、充電器のケーブルが切れ、
その部分が焦げていた。

外国製モバイルバッテリーのリチウム
イオン電池が膨らみ、破裂しそうになった。

携帯電話を充電していたら、モバイル
バッテリーが加熱・発火した。

リチウムイオン電池及び充電器の
使用に注意してください！

※PSEマークとは、電気用品安全法の基準をクリアした電気用品に掲示される印のことです。PSEマーク
及び定められた表示がされている電気用品でなければ、販売、又は販売のための陳列を行うことが禁止
されています。

PSEマーク

注　　意　　点

主  な  相  談  事  例

購入時

●異常を感じた場合は直ちに使用を中止しましょう！
　（充電端子が熱くなったり、異臭がすることがあります。）
●リチウムイオン電池が膨張した場合、交換または適切に廃棄しましょう！
●適切な充電器を使うようにしましょう！
　（充電器の定格出力を確認し、接続するスマートフォンやモバイルバッテリーなどの仕様に応じたものにしましょう）
●使用中や充電中は発熱することを認識しておきましょう！

使用時

【あいち暮らしWEB
 キャラクター　ピッピ】

普段使って
いるものが
まさか･･･

1 2 3
1年後…

みなさんの まちにあります 相談窓口※
※あいち暮らしＷＥＢ「消費者トラブルかるた」より抜粋

発行/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎（052）954-6603 

消費者トラブル情報を始め、暮らしの情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！
*「あいち暮らしっく」は、愛知県金融広報委員会の助成金を活用し発行しています。 ・発行月/2021年7月

出典：独立行政法人国民生活センター 報道発表資料
　　 「リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意」

アニサキス（幼虫）
〈出典：厚生労働省HP〉
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も
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自宅に帰って、
早速料理・・

皮もたくさんあるし、
葉っぱも。
これ、捨てる？

できた!!
大根と豚肉
の煮物！

いやいや、
皮と葉っぱも
食べられるし栄養
もたっぷりだから
使わないと！

できた!!
大根の皮のきんぴらと、
葉っぱを使った
ふりかけとお味噌汁

　夏が近づき、エアコンを本格的に稼働させる時期になりました。
エアコンや冷蔵庫など、古い家電製品を省エネ製品に買い換えれば、家庭での
二酸化炭素排出量を削減できて、電気代の節約にもなります！
　愛知県では、家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに役立つ使用方法
などの情報を来店者へ積極的にわかりやすく説明する家電小売店を「あいち
省エネ家電サポーター店」として登録しています。
　家電の買い換えを検討される際には、お近くの「あいち省エネ家電サポーター
店」で製品の説明を聴いて、納得してお得な選択をしましょう！

今日から実践できるコツを紹介
したパンフレット「あいちエコ
食スタイル 今日から
始める２０tips」も
見てね！

　あなたが自ら実践
しているエシカル
消費の行動例やその
効果など、エシカル
消費をイメージでき
る動画を募集してい
ます！
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2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます！

2021年5月25日(火)～8月20日(金)募集期間
・どなたでも応募可能です。※未成年者は保護者の同意が必要となります。
・何点でも応募可能です。応募資格
応募用紙（Webページからダウンロード）と自作の未発表作品を以下宛先までメール（ファイル転送サービス等）又は
郵送（簡易書留郵便等）にて提出してください。
【ロゴマーク】  作品のサイズは、160mm×160mm程度でカラー及びモノクロの2種類
【イメージ動画】  １分以内（100MB以下）

応募方法

・応募にあたり、愛知県県民生活課Webページに掲載している募集要項を必ずご覧ください。
・応募の時点で募集要項の記載内容に同意したものとします。注意事項

エシカル消費
普 及 啓 発

募集中！最優秀賞：１点
賞金：30,000円相当の

商品券

入賞：10本
賞金：5,000円相当の

商品券

　エシカルライフでは、エシカル消費（人や社会、環境、地域等に配慮した商品・
サービスを選んで消費すること）に関する情報をわかりやすくお伝えしていきます。
　第５回目は、「環境」の取組です。

vol.5

【環境局地球温暖化対策課】

【県民文化局県民生活部県民生活課、
農業水産局農政部食育消費流通課】

（イメージ）
国民一人あたり
一日の食品ロス量

国民１人１日あたり食品ロス量
お茶碗１杯分のご飯の量（約130g）に相当なんと！

単位：万トン

276
（46％）

家庭系
食品ロス

324
（54％）

事業系
食品ロス

イメージ動画？？

　18歳(成年)になると、親の同意なしに「契約」を結ぶことが
できるようになりますが、「契約」とはなんでしょうか。
●「契約」とは、「法的な責任が生じる約束」のことで、
　当事者双方の合意によって成立します。
　(原則として、口約束でも契約は成立します。)　
●契約が成立すると、当事者双方は約束を守らなければなりません。
●いったん契約すると、正当な理由がない限り、一方的にやめることはできません。

契約はいつ成立する？

２ お金を
　渡す

１ レジに商品を
　持って行く

１ 注文する ２ 注文確認の
　メールが届く

３ 商品が届き
　開封する

３ 商品を
　受け取る

Ｑ1
お店で
買い物を
するとき

Ｑ2
ネット
通販の
とき

申込み

承　諾

契 約 成 立

警察官を装い
キャッシュカードを
ダマし取る詐欺に注意！

「キャッシュカードを預かりに行きます」という電話の後で、
ニセ警察官が自宅を訪問し、キャッシュカードを預かったり、
封筒にキャッシュカードを入れさせ、隙をみて封筒をすり替えて
ダマし取ります。

【愛知県警察本部生活安全総務課】

他人には暗証番号を教えない！
キャッシュカードは渡さない！

犯人の手口 犯人は百貨店、財務局、警察官になりすまし、キャッシュカードをダマし取ります。

ニセ百貨店店員1

ニセ財務局職員2

ニセ警察官3

〔食品ロス年間発生量（2018年度推計）〕

例えば…

買います

消費者 売主

売ります

被害防止の
キーワード

財務局
○○○‐△△△‐□□□□に

電話してください

あなたの
クレジットカードが不正に
使用されています

口座から
引き落とされないよう
手続きします

キャッシュカードの
暗証番号を教えて
ください

警察にも
通報しました

【県民文化局県民生活部県民生活課】
正解は…Q1： 1 レジに商品を持って行く　Q2： 2 注文確認のメールが届く

ご利用確認メール
（自動配信）

今日は
大根が安いわ!!
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あなたの
クレジットカードが不正に
使用されています

口座から
引き落とされないよう
手続きします

キャッシュカードの
暗証番号を教えて
ください

警察にも
通報しました

【県民文化局県民生活部県民生活課】
正解は…Q1： 1 レジに商品を持って行く　Q2： 2 注文確認のメールが届く

ご利用確認メール
（自動配信）

今日は
大根が安いわ!!
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い
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消費生活情報
2021年
No.148

2021年4月1日現在

愛知県消費生活総合センター　（０５２）９６２－０９９９
名古屋市消費生活センター
岡崎市消費生活センター
一宮市消費生活センター
瀬戸市消費生活センター
知多半田消費生活センター
（半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）
春日井市消費生活センター
海部地域消費生活センター
（津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村）
碧南市消費生活センター
刈谷市消費生活センター
豊田消費生活センター
安城市消費生活センター
西尾市消費生活センター
犬山市消費生活センター
常滑市消費生活センター　
江南市消費生活センター
小牧市消費生活センター
稲沢市消費生活センター

（０５２）２２２－９６７１
（０５６４）２３－６４５９
（０５８６）７１－２１８５
（０５６１）８８－２６７９
（０５６９）３２－２４４４
 
（０５６８）８５－６６１６
（０５６７）２３－０１５０

（０５６６）４１－３３１１
（０５６６）９１－１１９５
（０５６５）３３－０９９９
（０５６６）７６－７７４９
（０５６３）６５－２１６１
（０５６８）４４－０３９８
(０５６９）４７－６１３９　
（０５８７）５３－０５０５
（０５６８）７６－１１１９
（０５８７）３２－２５９４

東海市消費生活センター　
大府市消費生活センター
知多市消費生活センター
知立市消費生活センター
尾張旭市消費生活センター
岩倉市消費生活センター　
豊明市消費生活センター　

日進・東郷消費生活センター

清須市消費生活センター　
北名古屋市消費生活センター
みよし市消費生活センター
長久手市消費生活センター
扶桑町消費生活センター　
東三河消費生活総合センタ－
・東三河消費生活豊川センター
・東三河消費生活蒲郡センター
・東三河消費生活新城センター
・東三河消費生活田原センター

（０５２）６０３－２２１１
（０５６２）４５－４５３８
（０５６２）３６－２６８８
（０５６６）９５－０１９５
（０５６１）５３－２１１１
（０５８７）３７－７８６７
（０５６２）８５－３７１２

（０５６１）５６－００３９(日進)
（０５６１）３８－３１１１(東郷)

（０５２）３２５－５１５１
（０５６８）２２－１１１１
（０５６１）３２－８０１５
（０５６１）６４－６５０３
（０５８７）９３－１１１１
（０５３２）５１－２３０５
（０５３３）８９－２２３８
（０５３３）６６－１２０４
（０５３６）２３－６２６０
（０５３１）２３－３８１８

消費者ホットライン
※身近な消費生活相談窓口につながります。

困った時は
早めに相談しましょう。 ☎188（いやや！）

※相談は、原則それぞれの市町村にお住まいの方を対象としています。 相談受付日や時間は、ＷＥＢページや広報紙等で事前にご確認ください。
　新型コロナウイルス感染症対策として、相談日・時間・方法等が変更されていることがあります。

14

印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

【県民文化局県民生活部県民生活課】

検 索あいち暮らしweb 検 索

●製造・販売元や型式が明示されていない商品や、仕様が不明確な商品を購入するのは避けましょう！
●充電器やモバイルバッテリーについては、PSEマーク※が表示されていることも確認しましょう！

　充電が繰り返しでき、電池の小型化・軽量化を可能にしたリチウムイオン電池は、スマートフォンやタブレット
端末をはじめ、モバイルルーターやモバイルバッテリーといった身近な商品に広く利用されています。
　リチウムイオン電池は多くのエネルギーを蓄えられ便利な一方、充電の際の危害や危険がある
ため、取り扱いには十分な注意が必要です。

※一般的な料理で使う食酢での処理、
　塩漬け、醤油やわさびで、
　アニサキス幼虫は死滅しません。

　アニサキス幼虫は、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に
寄生します。
　長さ2～3cm、幅は0.5～1mmくらいで、白色の少し太い糸のように見えます。
　食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛みや悪心、嘔吐を生じます。
　魚介類を食べる場合は、次のポイントに気を付けましょう。

【保健医療局生活衛生部生活衛生課】

“アニサキス”による食中毒を予防しましょう！

◆魚を購入する際は、新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で
　購入した際は、速やかに内臓を取り除く。
◆なるべく加熱（70℃以上、または60℃なら1分）
　または冷凍(-20℃で24時間以上)する。
◆内臓を生で食べない。
◆目視で確認して、アニサキス幼虫を除去する。

ポ 

イ 

ン 

ト

スマートフォンを充電をしたまま寝た
ところ、朝、充電器のケーブルが切れ、
その部分が焦げていた。

外国製モバイルバッテリーのリチウム
イオン電池が膨らみ、破裂しそうになった。

携帯電話を充電していたら、モバイル
バッテリーが加熱・発火した。

リチウムイオン電池及び充電器の
使用に注意してください！

※PSEマークとは、電気用品安全法の基準をクリアした電気用品に掲示される印のことです。PSEマーク
及び定められた表示がされている電気用品でなければ、販売、又は販売のための陳列を行うことが禁止
されています。

PSEマーク

注　　意　　点

主  な  相  談  事  例

購入時

●異常を感じた場合は直ちに使用を中止しましょう！
　（充電端子が熱くなったり、異臭がすることがあります。）
●リチウムイオン電池が膨張した場合、交換または適切に廃棄しましょう！
●適切な充電器を使うようにしましょう！
　（充電器の定格出力を確認し、接続するスマートフォンやモバイルバッテリーなどの仕様に応じたものにしましょう）
●使用中や充電中は発熱することを認識しておきましょう！

使用時

【あいち暮らしWEB
 キャラクター　ピッピ】

普段使って
いるものが
まさか･･･

1 2 3
1年後…

みなさんの まちにあります 相談窓口※
※あいち暮らしＷＥＢ「消費者トラブルかるた」より抜粋

発行/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎（052）954-6603 

消費者トラブル情報を始め、暮らしの情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！
*「あいち暮らしっく」は、愛知県金融広報委員会の助成金を活用し発行しています。 ・発行月/2021年7月

出典：独立行政法人国民生活センター 報道発表資料
　　 「リチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意」

アニサキス（幼虫）
〈出典：厚生労働省HP〉




