
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしのレポート 
八王子市消費生活啓発推進委員会レポート 

Ｎ Ｏ ．１１８ 

 

（平成 25年）

２０１３ 

４月 

八王子市消費生活センター／同消費生活啓発推進委員会 

今月のレポートおもな目次 
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小さなお客様はピーポ君に夢中 
２月２日（土）開催の消費生活フェスティバルには大勢のお客様が来場し、「見る、聞く、考える、体験す

る、楽しむ」の視点から企画したさまざまなイベントに参加されました。 

特に小さなお客様はピーポ君、キュータ君、ゆりーと、くるりなど人気のキャラクター（着ぐるみ）の大

集合を目にして大喜びでした。  

来年もお楽しみに！！！ （平成２６年２月１日（土）開催予定） 

 

 

イラッシャーイ． 

ゆっくり 

楽しんでね！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

日本では、年間約１７８８万トンの食品廃棄物が出されています。 

このうち、食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は、約５００～８００

万トンと試算され、その約半分は、一般家庭からのものです。(平成２１年度の推計) 

家庭での一人当たりの食品ロス量を試算すれば、１年間で約１５㎏に及びます。 

これは６０回の食事の分量です。(一度の食事で食べるご飯の量を２５０gと仮定) 

一人あたりの食品ロス量で試算すると、1日合計４１．０ｇとなり、そのうち手つかずの

まま捨てる量が７．３ｇで、１８％を占めているといわれています。 

本当にもったいないことです。 

 この食品ロスの原因を調べると賞味期限の理解によるもの（期限表示の意味）､ 買い 

すぎによるもの、作り過ぎによるもの等、があげられています。    

そこで今回は食品ロスの主な原因を３回に分けてシリーズで特集することとし、第１回

は賞味期限を理解するための期限表示の見方とつきあい方をとりあげてみたいと思います。 

 

１．期限表示の見方 

食品の表示には「賞味期限」と「消費期限」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もったいない！食品廃棄を考える 

～第１回 期限表示の見方とつき合い方～ 

 

賞味期限と消費期限のイメージ 

品質                            劣化が比較的遅いもの 

                                           

安全に食べ       早く悪くなるもの             まだ食べられる 

られる限界→           

 
 

      ↑    ↑                 ↑          保存日数 

     製造日  消費期限             賞味期限 

 
 保存方法を守って保存していることが前提ですが、開封する前の期限を

表しており、一度開封したら期限にかかわらず早めに食べましょう。 
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期限まではおいしく食べることができる。

(best-before) 

この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなると

いうことではない。 

 

 ３ヶ月を超えるものは「年月」で表示し、３ヶ

月以内のものは「年月日」で表示。 

 

スナック菓子・カップめん・缶詰・乳製品等 

 

 

 

 

賞 味 期 限 
 

 

 期限が過ぎたら食べない方がよい。

（use-bydate） 

 

 

 

 「年月日」で表示。 

 

 

弁当・サンドイッチ・生めん・そうざい・

生菓子類等 

消 費 期 限 

意 味 

表 示 

対象の食品 



２．賞味期限内の食品が２４％も廃棄 

平成１９年度に行われた京都市の調査によ 

ると、手つかずで廃棄された食品の２４％が 

賞味期限内のもので、２６％が１～２週間過 

ぎただけで廃棄されていました。 

これは前述のような賞味期限と消費期限の 

正しい理解が、なされていないということが 

大きな原因ではないでしょうか？ 

本当に もったいない現状のようです。 

家庭の財布への影響や可燃ゴミ削減対策ばか 

りか、世界の食糧事情や国民経済的にも考え 

させられる状況です。 

一人ひとりが期限表示を正確に理解し、 

日常生活の中に反映させることが必要です。 

  

３．期限表示と上手につきあっては 

 期限表示は消費者にとっても、味の指標と 

なる重要な表示です。その意味から上手に利 

用することも考えたいものです。 

このような工夫はいかがでしょう。 

①家庭の冷蔵庫や食品棚の食品に年月が見え 

やすいように大きめのラベルに記入し張り 

付ける。 

 

②同じものは古いものを一番前に出し、順番 

に奥へ並べ、どんなものがどのくらいある 

かわかりやすいように配置する。 

（商店でもこのような方法を使います） 

 

③期限が迫っているものを優先的に利用したメニューを考えて、消化する。 

 （インターネットで手元の食材を指定し、レシピを検索する方法も役立ちます。） 

 

④利用頻度に応じて在庫量を調整する。 

（買い物に行く前に冷蔵庫や食料庫内容を把握して、ついつい買いすぎないように・・・） 

 

このように消費者として賢く利用すれば、家庭経済的にも無駄が少なくなるのではない

でしょうか。 

おまけに冷蔵庫や食品棚が家族のだれにもわかりやすく並び、きれいになるのでは？ 

 

 出典：消費者庁作成（参照）農林水産省の資料をもとに八王子市消費生活啓発推進委員会が作成 

 

平成１９年度京都市家庭

ごみ組成調査(生ごみ) 

 

 

賞味期 

限内 

１週間 

以内 

２週間以内 １ヶ月以内 

半年 

以内 

半年

を超

える 

ちょっとした心掛け

で・・・。 

楽だよ！！！ 
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平成 25 年 2月 1 日、環境省はニホンウナギ

を絶滅危惧ⅠB類（野生絶滅が危惧される）に

指定しました。昨年の土用、ウナギの価格高騰

が話題となったことは記憶に新しいところで

す。 

 

ニホンウナギの生態 

ニホンウナギ（学名：アンギラ・ジャポ

ニカ）は、詳しい生態を知られていません

でしたが、近年、塚本勝巳東大教授らによ

って、明らかにされてきました。 

その生態は、マリアナ諸島沖の西マリア

ナ海嶺（北緯 13°東経 142°）付近で産卵

し、孵化（ふか）した幼生は北赤道海流に乗

って西に向かう。黒潮とぶつかって日本近

海に到達する。海から河川に入り、生育す

る。成魚になるまで（生育環境によって）

５～10 年かかるそうです。そして、成魚は、

河川を下り、マリアナ海嶺に戻るという循

環を形成しています。 

 

絶滅危惧の原因 

①乱獲 

②河川環境の悪化 

③海洋環境の変化 

以上の 3 点が挙げられています。①は容易

に理解できますが、『卵を産む前に蒲焼にな

ってしまう』訳ですから、絶対数はどんど

ん減ってしまいます。②は棲息地の破壊で

す。河川ダムや堰（せき）、貯水池など治水

関連の工事が原因です。遡上を妨げられ 

 

 

 

 

 

 

 

 

生育できなくなったことに因ります。近年

では魚道なども配慮されてはいますが、未

だ十分とは言えません。③はエルニーニョ

（太平洋赤道域の海面水温が平年より高く

なる）現象が起きると、産卵場所が南下し、

稚魚のシラスウナギが海流に乗って北上で

きなくなり、死んでしまう稚魚が増えるそ

うです。 

このような原因ですが、①乱獲が最も影

響が大きいと考えられます。種の保存のた

めに、何らかの規制（資源管理）が必要と

思われます。日本うなぎ協会では、“天然ウ

ナギを獲らないように働きかける”動きを

始めています。 

 

ウナギは“養殖”でもっと増やせないの？  

国産の食用ニホンウナギでは、天然ウナ

ギが１％、養殖ウナギが 99％だそうです。 

ウナギの養殖ですが、卵からの完全養殖

は未だ実用段階にはありません。三重県の

水産総合研究センター増養殖研究所におい

て、昨今（H22 頃）、人工下での完全養殖

に成功したとの報道がありました。今では

生存率は高まっているようですが、実用ま

でにはさらに時間がかかる様子です。ちな

みに、完全養殖ウナギ 1 尾の（試算）価格

は、現在 10 万円とか…。 

一般的なウナギ養殖は、前述の稚魚シラ

スウナギに頼られています。捕獲したシラ

スウナギを生簀（いけす）等で生育させる

ものです。 

 

これからウナギは食べられるの？！ 
その１ 

～絶滅危惧種に指定されたニホンウナギ～ 
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日本をはじめ、中国、台湾などで多く養

殖されています。 

それは『天然の稚魚を育て、卵を産む前

に蒲焼にしてしまう』ものなのです。 

水産庁のシラスウナギ漁獲量統計では、 

1963 年… 約 232ｔ あったものが、 

2009 年…  約 24ｔ 

2010 年…   約 6ｔ と激減している 

現状です。シラスウナギの不漁の原因は上

述の通り資源の枯渇なのです。 

 養殖の元となるシラスウナギが少ない訳

ですから、養殖ウナギ（成魚）の出荷も少

なくなるのは当然のことです。 

従って、これは取り引き価格にも反映し

ます。これがウナギ高騰の理由なのです。 

 

ウナギの輸入は？ 

食用のニホンウナギは、国産が 4 割、輸

入が６割で、主に中国や台湾から輸入され

ています。 

その他、外食産業の代用ウナギとして、

アメリカウナギやヨーロッパウナギが輸入

されています。また、昨今の価格の高騰を

うけ、割安感の出てきたオーストラリアの

タスマニア産ウナギやアフリカのマダカス

カル産ウナギなども輸入され始めているそ

うです。 

ちなみにヨーロッパでも、同様にシラス

ウナギが高騰しているようです。 

 

私たちもうなぎの現状を考えた消費に 

総務省の昨年の“家計調査”によれば、

2012.7 の｢土用の丑の日｣に全国の（独り暮

らしを除いた）家庭で、ウナギの蒲焼を買

うのに支払った金額は、2011 年に比べて

11％少なかったそうです。また、7 月の 1

ヶ月に全国で蒲焼を買った家庭の割合では、

2011 年と比べて 13 ポイント減少し全体の

30％に止まったと報じています。 

明らかに“買い控え”ですね。価格が高

いから“買わない”。これも良いでしょう。

しかしながら、資源の枯渇から絶滅危惧種

に指定されたニホンウナギです。資源を保

護することによって、まだ復活が期待でき

ます。 

 

大阪・淀川の天然ウナギの話 

その昔は淀川もウナギ漁が盛んであった

そうです。全国共通ですが、高度経済成長

の時代に生活排水や工場排水・廃液などの

流入によって、深刻な河川状態となってい

ました。その後、河川環境の復元・整備や

浄化によって種々の魚種も戻ってきている

ようです。 

淀川ウナギもその一つ。ウナギの成魚が

発見され、試しの漁では半日で 200 尾余り

獲れたそうです。 

魚が棲息できる河川環境に戻り、今まで、

漁の対象とはならなかった淀川で、ニホン

ウナギが棲息していたのです。 

これらを獲って蒲焼にしてしまうのでは

なく、資源の保護に目を向ければ、日本の

伝統的な生活文化を失うことはないと思い

ます。 

 

次回その２では、生活文化としてのウナ

ギにスポットを当ててみましょう。 

 

 

 

 

ちょっと 

やせ過ぎ？ 
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  従来のケータイ 
スマホ 

     （スマートフォン） 

通信機器の特徴 
通話機能をベースに、メール
機能などを加えたもの。 

 パソコンの機能をベースに、通
話機能を加えたもの。「使いたい
機能」はあとから個別に”アプリ
注１”をインストールする。 

インターネット接続 
主に携帯電話会社の電波
(3G 回線)で接続する。 

同左に加え、より高速な無線
LAN(Wi-Fi)で接続する。また、
一部の端末では LTE と呼ばれる
４G 回線にも対応している。 

サービス提供者 
携帯電話会社や端末メーカ
ーなど。 

同左に加え、アプリ提供者・アプ
リ運営者・広告配信事業者など、
多くの企業が関わっている。 

フィルタリング注２ 

（有害サイトアクセス制限） 

携帯電話会社がネットワー
ク側で提供するフィルタリ
ングサービス。 

端末にフィルタリングソフトを
入れると効果的。 
※携帯電話会社がネットワーク側で提供する
フィルタリングサービスでは無線 LAN 接続時
に対応できない場合があるため 

  

  

 
 

 

“き”になる 

ケータイと 

スマホの違い？ 
 

携帯電話（通称：ケータイ）が広く行き渡るとともに、

これを利用したアダルト情報サイトの不当請求や出会い

系サイト、携帯電話の料金体系そのものに対するトラブ

ルなど、消費生活センターに持ち込まれる相談のなかで

も大変多い分野となっています。 

その上新たに、多くの機能を持ったスマートフォン（通

称：スマホ）が登場し、ケータイの利用者を取り込む形

で増加しています。こうした機器は一見簡単そうに見え

ますが、実際は膨大な知識の集積された機器です. 

利用するに当たっては、ある程度その特徴を理解して

おくことが必要と言えます。 

そのようなことを踏まえ、これらの機能や通信機器の

特徴を理解し、安心して利用することに役立つと思われ

る基本的な知識を整理してみました。 
 

アレアレッ、 

これは何だ？ 
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 注１アプリ（アプリケーション）: 地

図、音楽、動画、ゲームなど個人の好みに

応じてインストールされるソフトのこと。

主に OS を提供する事業者のアプリケーシ

ョンマーケットにてダウンロードが可能。

有料アプリと無料アプリがあります。 

 注２＜フィルタリング・・別方式で有害サイト

へのアクセスを制限＞ 

 

  

  

    

 

 

 

 

＊アプリは利用者情報を外部に送出するものがあるため、利用の際には利用  

  許諾画面や利用規約などをよく確認することが大切です。  

 

 

 

 

 

○ ウイルス対策ソフト：携帯電話会社などから提供されている機種に応じた対策ソフト 

           を導入しましょう。 

○ Ｏ Ｓ の 更 新：基本ソフト(OS)の更新はウイルス感染の危険性を低くします。 

○ 信 頼 性 の 確 認：アプリを入れる際は利用条件や信頼性を確認しましょう。 

○ セキュリティロック：パスワードなどによるセキュリティロックを掛けましょう。 

 

 

 

 

 

○ スマホは従来のケータイと違い、電源が入っていれば自動で通信を行うことがあり 

  ます。定額プランを利用することをお勧めします。 

○ アプリ利用料は通信料と別にかかります。有料アプリの購入代金は、多くの場合、 

  携帯電話会社による料金通知・制限サービスの対象外です。予想外の高額利用と 

  ならないよう、注意をしましょう。 

 

 

 

 

 

○ 利用時期の見極め：子ども向けの機種や機能制限で年齢に合ったものを与えましょう。 

○ 適切な安全対策：購入・契約の際は必ず１８歳未満が利用することを伝えましょう。 

○ 保護者の見守り:一定のルールを決めたり、日頃から相談できる親子のコミュニケー 

ションを心掛けましょう。 

 

    

     

スマホにはセキュリティ対策が必要！ 

子どものスマホ利用には・・・ 

スマホの利用料って？ 
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参考資料：安心ネットづくり促進協議会「保護者のためのスマートフォン安心安全ガイド」（http://sp.good-net.jp/） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活センター・消費生活啓発推進委員会 

イベントのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

でお会いしましょう。 

 編集発行：八王子市消費生活センター・同消費生活啓発推進委員会 

〒192-0082 八王子市東町５－６ クリエイトホール 地下１階 

☎042－631－5456     ＦＡＸ：042－643-0025 

 

編集後記：暗く長いトンネルでしたが、１月から少しずつ経済的に明るいニュースが増

えてきているようです。とくに３～４月は株式や為替の動きが人々にとって大きく改善

されたようで、ニュースのインタビューにも笑って答える姿が目立ちます。 

「笑いは伝染する！」という言葉があります。日本中が笑顔で諸課題を考えられるよう

になるといいですね。 

今回のレポートはテーマこそバラエティーに富んでいますが、それぞれ“庶民”目線で

日頃考えているテーマを報告しております。是非ご一読ください。 

２０１３ 

八王子環境フェスティバルに出展 

会場：北口西放射線ユーロード 

南口とちの木デッキ上 

会期：６月１日(土)午前１０時から午後５時まで 

＊今年も楽しいイベント企画を用意して 

私たちも出展します。 

消費生活パネル展開催 

会場：八王子駅南口総合事務所 

会期：５月５日(日)～５月１６日(木) 
午前８時３０分から午後７時まで 

（ただし６日は休み、土・日曜日は午後５時まで） 

＊節電、伝統食、消費生活相談の統計等の 

テーマごとにパネルを展開します。 

くらしの知識が詰まっていますよ！！！ 

 

「コレ、ナンダ！？」 

これはナンダかわかりますか？ 

ちょっと季節外れかもしれません

が・・・。 

多摩地区をウオーキングしています

と、いろいろなものが発見できます。 

答えを当のご本人（謎の物体）に語っ

て貰いますと「苗の時から頑張って伸

び、葉をつけ、弦を伸ばしてようやく

自分の居場所を見つけました。花を咲

かせて、ようやく実をつけ、根から養

分を吸いあげ、身を太らせたところ、

イテテテー・・となりました。私の大

事な大事な、数少ない実は見事にフェ

ンスにはさまってしまったのです。 

そして そのまま大きくなりました

がこれが限度でした。 

ついに季節も終わり、ご主人に弦を切られ、

そのまま残ることになりました。秋のある日

この実もフェンスから取り除かれ、今は跡形

もありません。皆さん私のことをガンバリ・

カボチャと仰ってました。」   

 （消費生活啓発推進委員のレポート） 
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