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令和４年度 
松戸市消費生活パネル展
～Matsudo City Consumer Affairs Panel Exhibition～

令和4年10月4日火午後1時～10月14日金正午 
（市役所1階 本館新館連絡通路） 

主催：松戸市

市ホームページでは出展団体のパネルや解説動画を掲載しています。

松戸市 デジタル消費生活パネル展 検 索
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生活クラブ生活協同組合・松戸プリムラの会生活クラブ生活協同組合・松戸プリムラの会

プラスチック・ダイエットプラスチック・ダイエット

松戸市消費者の会松戸市消費者の会

プラゴミを減らそう!!プラゴミを減らそう!!

プラごみを減らすため、できることから取り組もう。 

プラ製品は貰わない、買わない（バラ売り・量り売りを

選ぼう）。 

使用済みトレーは回収ボックスへ。 

環境への
取組

1 2 3

4 5 6

フォーク

ヘアブラシ
プラスチック

ハンガー
ポリ包装

衣装用カバーくし カミソリ 歯ブラシ

シャワーキャップスプーン ナイフ マドラー ストロー

マイバック

マイボトル

容器トレー

≪プラスチック資源循環促進法の対象プラ製品12品目≫

…だから、みんなで

プラスチック

ダイエット!
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2022年2月 SDGsフォーラムの情景

まつど地域活躍塾つながりの会まつど地域活躍塾つながりの会

SDGｓでつながる未来の松戸へSDGｓでつながる未来の松戸へ

●まつど地域活躍塾つながりの会は松戸市の

助成を受け、市内活動団体・企業の連携で、

松戸市民向けSDGｓ普及啓発活動を進めて

います。 令和4年度は協力団体を広げ活動を

さらに推進します。 

●松戸市は2022年度SDGｓ未来都市及び

　自治体SDGsモデル事業に選定されました。

●つながりの会は可能な範囲で松戸市の

　ＳＤＧｓ推進事業に協力していきます。

松戸市立松戸高等学校 ホームプロジェクト部松戸市立松戸高等学校 ホームプロジェクト部

高校生の食品ロスへの関心高校生の食品ロスへの関心

高校生がどれくらい食品ロスについて知っているかや、食品ロスを減ら

すために私達ができることは何かを調べました！ 是非ご覧ください。 



使い終わった
天ぷら油で作った

「リサイクルせっけん」で
食器を洗っています。
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NPO法人 せっけんの街NPO法人 せっけんの街

雨水を貯めて活用しよう！！雨水を貯めて活用しよう！！

水環境を改善する為に、 

環境に負荷の少ない

「せっけん」を使う暮らしと、 

水循環を取り戻す為に、 

「雨水タンク」設置の 

提案をしています。 

松戸検察審査協会松戸検察審査協会

市民が参加する検察審査会制度市民が参加する検察審査会制度

市民が参加する司法制度には裁判員

制度と検察審査会制度があります。 

皆さんの声を司法に

反映させるため積極

的に参加しましょう。 



私たちの団体紹介

作成した手帳はQRコードから

閲覧できます。 

今後も、料理講習会などを

開催しながら、

食の安全と手帳の内容をお伝え

していきたいと思います。 

4

私たちも、SDGsに貢献 

家庭での食品保存いろいろ‼ 

適切な保存は、食品ロスの削減に

繋がります。

防災にも役立ちます。

NPO法人 松戸エコマネー「アウル」の会NPO法人 松戸エコマネー「アウル」の会

廃食用油を回収しています廃食用油を回収しています

家庭から出る廃食用油を回収し、BDF

（バイオディーゼルの燃料）にリサイク

ルすることによって資源の再利用、  

CO₂の排出量をカーボンニュートラル

の視点から実質ゼロにすることにより

生活環境を改善します。

廃食用油を回収時に地域通貨を発行し

て地域の経済的な発展を図っています。

食の安全安心を考える市民の会食の安全安心を考える市民の会

家庭での食品保存家庭での食品保存

手帳を
開いて
見てね
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生活協同組合コープみらい 千葉県本部生活協同組合コープみらい 千葉県本部

未来のために今からできること未来のために今からできること

ぼくやわたしにできることって

何だろう？ 

学校や家、買いもの先では…？？ 

みんなが主役！ 

小さな取り組みから始めてみよう。

https://mirai.coopnet.or.jp/csr/ 

NPO法人 すまいの応援団NPO法人 すまいの応援団

命と資産を守るぞ！命と資産を守るぞ！

「命と資産を守るぞ！」

 命と資産をどう守るのか？ 

「信頼して工事を頼んだのにナゼだ！」 

正しい工事なのか？ 

すまいの応援団HP

コープみらいHP

エコバックを持って
お買い物に行こう!
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認定NPO法人 東葛市民後見人の会松戸支部認定NPO法人 東葛市民後見人の会松戸支部

成年後見制度利用の個別相談会成年後見制度利用の個別相談会

成年後見制度の利用に関す

る無料の個別相談会を毎月

実施しています。 

ご自身の老後の不安、親族

のお世話など、ご心配ごとの

個別相談会のご紹介です。 

是非、お立ち寄りください。 

聖徳大学児童学科家庭科専修グループ聖徳大学児童学科家庭科専修グループ

無駄なくおいしくいただきましょう無駄なくおいしくいただきましょう

まだまだ食べられる野菜、捨ててしまっていませんか？ 

少しでも減らしてみませんか？ まずは身近でよく捨てられている野菜から。 

おいしく食べられるレシピを考えてみたので、ぜひ作ってみてください。 



映画「マイクロプラスティックストーリー
      （日本語吹替版）」より
©Cafeteria Culture 2022
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まつど雨水の会まつど雨水の会

ミニダム作って地球を救おうミニダム作って地球を救おう

近頃の地球の気候変動対策に、

私たちのできる小さな行動です。

各家庭で雨水を貯めて使うこと、

雨を一度に流さないことで、洪水

を防ぐ助けになります。 

雨樋から簡単に雨水をとる方法が

ありますので、皆で始めましょう。 

まつどゼロウェイストまつどゼロウェイスト

ごみのない、持続可能な街をつくろう！ごみのない、持続可能な街をつくろう！

都市の「ごみ」は、工夫に

よって減らすことができ、

上手く循環すれば素晴ら

しい「資源」となります。 

そのための具体的な提案

や、行動するためのヒント

となる情報を提供し

ています。

誰にでも出来る事は

きっとあるはず、まず

身近なところからは

じめてみましょう。 

一緒にまつどで

ゼロウェイストを

目指しましょう



世界を変えるための17の目標

松戸市公設地方卸売市場南部市場

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、

持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。

2030年を達成年限とし、国連で採択された１７のゴールと169のターゲットから構成されています。

このパンフレットでは、

出展団体の展示パネルの内容に沿った１７のゴールのアイコンを掲載しております。

この点にも注目してパネルをご覧ください！
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松戸市消費生活課（市場班）松戸市消費生活課（市場班）

卸売市場で働いている人々卸売市場で働いている人々

卸売市場は日本全国にたくさんありますが、松戸市にも南部市場があること

を知っていますか？ 

今回のパネル展では、卸売市場で働いている人々をご紹介します。 

SDGs（持続可能な開発目標）を知っていますか!?



公　式

Ｔｗｉｔｔｅｒ Instagram ＹｏｕＴｕｂe

若者向け
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松戸市消費生活センター松戸市消費生活センター

消費生活センター公式SNSのご案内

若者の消費者トラブル増えてます若者の消費者トラブル増えてます

成年年齢が１８歳に引き下げられました！ 若者に多いトラブル事例をご紹介
します。 トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

センターに寄せられる相談事例、イベント情報、講座の案内などを定期的に

配信しています！ 

　 通信販売
SNS広告で化粧品を1回限

りのお試しのつもりで注文

したら定期購入だった

　注文前に定期購入ではな
いか、支払総額や解約・返品
の方法と条件をよく確認しま
しょう! 事業者に連絡した記
録やスクリーンショットした申
し込み画面など、 契約内容の
記録を残しましょう。

　 投資や副業の勧誘
友人から投資教材を勧め

られ借金をして購入したが

全く儲からない

　「絶対に儲かる」投資はあり
ません! 不要な勧誘はキッパ
リ断り、クレジットカードでの
高額決済や借金での投資は
やめましょう。

　 賃貸住宅契約
アパートの退去時に、自分

が傷つけていない壁や床な

どの補修費用を請求された

　入居時に、傷や汚れを家主
と一緒に確認し、写真などで
記録を残すことが大切です。 
清掃費用の負担も、契約する
前に契約書で確認しましょう。



風袋量
15

重  さ
500

単  位
800

値  段
4,000

風袋量
0

重  さ
500

単  位
800

値  段
4,000

普段、スーパーなどで買い物をした商品の重さは、正しいと信じていますか？

あまり気にせず買い物をしている人が多いと思いますが､実は中身が少ないこと

もあります。 パック商品のトレーやラップなどの包装、ワサビやタレなどの添え物

の重さ（これらは風袋とよばれます）は、商品の重さに含まれません。

100g800円のすき焼用牛肉を500g買ったとすると…

正しい例　　　　　　　　　　　　　　誤った例

誤った例の場合には風袋を120円で買ったことになります！

この風袋の重さを引いていないと､中身が風袋の重さ分､少なくなってしまうとい

うわけです。

「でも、ちょっとだけでしょ」とお思いのあなた、そんなことはありません。

風袋は意外と重いのです。 その分、損をしますよ!!

　　 風袋の重さ

他にもラップ､ワサビ､カラシ､タレ､サシミのつま､牛脂､飾りなども
風袋ですので､商品の目方に含まれません。

全掛量515g－風袋量15g=正味量500g
500g×800円／100g＝4,000円

全掛量500g－風袋量15g＝正味量485g
485g×800円／100g＝3,880円

ロー引き経木
6～16g

発泡スチロールトレー
4～14g

ビニール袋
2～8g

ポリカップ
8～12g

アルミラミネート
7～14g
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風袋（ふうたい）ってなに？《損をしない買い物》

消費生活課計量班



松戸市消費生活センター

　 消費生活相談　 消費生活相談

■相談時間　午前8:30～午後4:00

月曜日～金曜日

(祝日･年末年始を除く)

■電話番号　０４７-３６５-６５６５(相談専用)

もしくは

「消費者ホットライン」☎188（いやや！）へ

お近くの開所している消費生活相談窓口におつなぎします。

　 アクセス　 アクセス

松戸市小根本７-８ 京葉ガスＦ松戸第2ビル5階

松戸駅東口徒歩5分

松戸市 消費生活相談 検 索

市ホームページ

●銀行

●スーパー
税務署●

松戸駅

東口

JR常磐線

新京成線

◀柏

▲胡録台

上野▶

　千葉県東葛飾
●合同庁舎

●松戸市消費生活センター

　　　　　　　↑
行政サービスセンター

　↑
市役所（本庁）
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