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新型コロナウイルスに便乗した	
悪質商法、詐欺に注意しましょう!

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、これを
口実とした悪質商法や詐欺被害などの相談が全国の
消費生活センター等に寄せられています。こうした
行為による消費者被害の未然防止にむけて、事例や
対策方法などをご案内します。
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Q．	新型コロナウイルスに関連した消費者トラブル
が増えていると聞きました。	
どのようなトラブルが発生しているのですか？

A．	マスクの品薄が続いている状況に便乗して、マ
スク販売を装い個人情報やクレジットカード番
号などを盗み取る悪質なサイトや、自宅に注文
した覚えのない商品が突然届いて高額料金を請
求される“送り付け商法”などの被害も発生し
ています。また、行政機関の職員や委託業者を
騙
かた
る怪しい電話や、訪問による勧誘行為なども
あるようです。その他にも、根拠なく新型コロ
ナウイルスへの効果や効能を表示する健康食品
の宣伝販売など、消費者被害につながりかねな
いケースも報告されています。
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Q．	身に覚えのない商品などが届いた場合は、	
どのように対処すれば良いですか？	

A．	注文していなければ売買契約は成立せず、お金
を払う必要もありません。身に覚えのない商品
が届いたら、受け取らず持ち帰ってもらいましょ
う。不審に思った場合や、困った時は、お近く
の消費生活センターや、消費者ホットライン
188（いやや）に相談してください。
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Q．	インターネットで商品を購入する頻度が増えて
いますが、どれが適正なサイトなのかを判断	
するのが難しいときもあります。

A．	インターネット通販を有効に利用するのは、感
染症拡大を防ぐためにも大切なことです。利用
する際は、以下の点を慎重に確認するようにし
ましょう。

①���SNSの書き込みや広告の内容を�
鵜
う
呑
の
みにしない。

②��通販サイトにある、事業者の所在地や�
電話番号が実在するか確認。

③��注文内容や手続きに不審な点はないか。
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Q．	その他にも、注意が必要な事例はありますか？

A．	新型コロナウイルス対策の特別定額給付金を
装った「給付金詐欺」の相談も増えています。
「助成金や給付金を届ける」といった“なりす
ましメール”が届いたり、金融機関を騙

かた
って口

座や暗証番号を聞き出そうとする怪しげな電話
があった、といった類

たぐい
の報告もあります。市区

町村や総務省などが給付のために、現金自動
預払機（ATM）の操作をお願いしたり、手数
料の振込みを求めることなどは絶対にありませ
ん。また、メールを送り、URLをクリックし
て申請手続きを求めるようなこともありません
ので、ご注意をお願いします。
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Q．	不審な問合せなどがあった時は、	
どのように対処すれば良いですか？

A．	以下の4点を守るようにしてください。

①�新型コロナウイルスに関してお金や個人情報
の話をする電話がきても、慌

あわ
てて信じない。

②�「助成金がある」「お金が返ってくる」など
の電話やメールは無視。

③�通帳、キャッシュカード、マイナンバーカード
などを他人に渡さない。

④�暗証番号や口座番号、携帯電話番号などの�
個人情報は絶対に教えない。
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　新型コロナウイルスに対する不安につけ込み、今
後も新たな手口で詐欺や悪質商法が発生する可能性
もあります。怪しいメール、電話は無視！個人情報
は伝えない。

　インターネットで買い物をするときは、不審な点
が無いかしっかり確認しましょう。

　悪質商法などの消費者トラブルにあった場合や、
少しでも「怪しいな？」と思ったときは、一人で
悩まずに消費者ホットライン188（いやや）、また
は最寄りの警察署や警察相談専用電話「＃9110」
にご相談ください。実際に詐欺被害を受けた場合に
は、最寄りの警察署にお届けください。
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熱中症に気を付けて!	
熱中症は予防対策が重要です。

　熱中症は、従来、気温が高い環境での労働や運動
活動で多く発生していましたが、最近では、地球温
暖化や、都市部におけるヒートアイランド現象によ
り、日常生活においても、発生が増加していると指
摘されています。ここでは熱中症予防の重要性や対
処方法などについてご紹介していきます。
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Q．	熱中症はどうしておきるのですか？

A．	熱中症は、私たちの身体が、高温多湿の環境に
適応できず、体温の調節機能がうまく働かなく
なる等が原因で起こります。熱中症は命にかか
わる病気ですが、予防法を知っていれば防ぐこ
とができます。また、応急処置を知っていれば、
重症化を回避し、後遺症を軽減できるのです。

Q．	熱中症になるとどのような症状が	
現れるのでしょうか？

A．	具体的な症状としては、

①�めまいや立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらな
いなどの症状
→�この時点では軽症で、現場での応急処置
が可能です。
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②�高い体温、全く汗をかかない、皮膚が赤くな
り触るととても熱い、ズキンズキンとする頭
痛やめまい、吐き気、呼びかけに反応がない
などの意識障害
→�こうした症状がある場合には、重症の熱
中症を疑ってください。

Q．	熱中症と疑われる方には、	
どうすればよいのでしょうか？

A．	以下の手順で介助を行います。

� ①� �涼しい環境へ避難し、衣服を脱がせて、�
体から熱の放散を助ける。

� ②� �身体の熱を冷ますために、露出させた皮膚
に濡れタオルなどをあてたり、服や下着の
上から少しずつ冷やした水をかける。さら
に、冷たいペットボトル等を首の付け根や
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脇の下、股関節部などに当て血液を冷やす
ことも有効。

� ③� �意識がはっきりしている場合は、冷たい水
を与えて水分を補給する。

� ④� �呼びかけへの反応が悪い場合には、無理に
水を飲ませたりせず、すぐに医療機関へ相
談、または救急車を呼ぶ。

Q．	熱中症はどのような場所で	
なりやすいのでしょうか？

A．	工事現場、運動場、体育館など、高温多湿で、
風が弱く、熱を発生するものがあるといった環
境では、熱中症が発生しやすくなります。また、
室内や夜間でも熱中症は多く発生しています。
我慢せず、適切にエアコンや扇風機を活用する
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ようにしましょう。また、すだれやカーテンで
日差しを遮ったり、換気をして風通しをよくす
るなどの工夫も対策方法の一つです。

Q．	高齢者や小さい子供は	
熱中症にかかりやすいとも聞きます。

A．	高齢者の方は、暑さに対する感覚機能や身体の
調整機能が低下しており、特に注意が必要です。
周囲の方も協力して、例えば「室温が28度を
超えたらエアコンや扇風機をつける」といった
ルールをつくったり、のどが渇く前にこまめに
水分をとるように勧めてください。また、体温
調節機能が十分に発達していない小さなお子さ
んも、熱中症のリスクが高くなります。特に晴
れて気温が高い日など、保護者の方は、お子さ
んの様子に十分注意して見守る必要があります。
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Q．	日常生活で実践できる予防方法はありますか？

A．	暑い日には、こまめに水分を補給することが大
事です。たくさん汗をかいたときは、スポーツ
ドリンクや塩あめなどで水分と一緒に塩分も補
給しましょう。他にも、普段から涼しく過ごせ
るように衣服の工夫をすることも大切です。

　� 急に暑くなった日や、久しぶりに暑い環境で活
動した時には、体温調節が上手くいかず、熱中
症で倒れる人が多くなっています。人間の体は、
熱い環境での運動や作業を始めてから３日から
４日経たないと、体温調節が上手になりませ
ん。それほど気温が高くない日でも、体調に気
をつけながら無理をしないことが、熱中症の予
防につながります。
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　環境省の「熱中症予防情報サイト」では、熱中
症環境保健マニュアルや、熱中症の症状、予防法、
対処法等について、分かりやすくまとめられたリー
フレットをご覧いただけます。「環境省　熱中症資
料」で検索してみてください。

　「熱中症予防情報サイト」にて発信している各種
情報コンテンツに関してのお問合せは、

電話相談窓口��045－450－5833�へどうぞ。

平日�9：00より17：00まで受け付けています。
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緊急災害対策派遣隊	
～向上を続けるTEC-FORCEの姿～

　近年、頻繁に大きな被害をもたらしている地震
や台風。大規模な自然災害が起きた時に、いち早
く現場に向かい、早期復旧を支援しているスペシャ
リスト集団をご存知ですか？それが、緊急災害対策
派遣隊、TEC-FORCEです。今や被災時には欠か
せない存在になっているTEC-FORCEの活動をご
紹介します。
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Q．	TEC-FORCEとはどのような組織ですか？

A．	 TEC-FORCEは、国土交通省の「緊急災害対
策派遣隊」の通称名で、“自然災害などが発生
した時に、被災自治体にむけて技術的な支援を
行う部隊”です。

　� 地震や台風などで被害が大規模になると、自治
体職員だけで対応するのは困難な場合がありま
す。このような時に、自治体からの要請によっ
て派遣し、被害の場所や規模の調査、大雨で浸
水したエリアの排水、通行止めとなった道路の
応急復旧などを行います。さらに、二次災害を
防止する措置のアドバイスや、被災した建築物
の危険度判定なども行います。他にも、停電し
ている自治体庁舎に照明車を派遣し、夜間の明
かりを提供するようなこともしています。
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　� 隊員は国土交通省の各地方整備局の職員を中心
に、地方運輸局、気象庁、研究機関、地方航空
局、国土地理院など、様々な機関の職員で構成
していて、災害の規模に応じて全国から被災地
に出動します。

Q．	隊員は普段、どのような仕事をしているのですか？

A．	道路や河川、ダム、港、空港などのインフラ整
備や維持管理をしている、インフラに関するプ
ロフェッショナルです。日頃から、現場で知識
を蓄え技術を磨いているので、現場で活動でき
る力、「現場力」をもっていて、災害時にも的
確に技術的な支援が行えるのです。気象や地理
情報の専門家も多く、あらゆる自然災害に対応
できます。令和２年４月現在で、約１万４千人
の隊員がいます。
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Q．	これまでに、どのような災害に	
出動してきたのですか？

A．	平成20年４月の創設以来、東日本大震災や熊
本地震、九州北部豪雨など106の災害に、の
べ約11万５千人を越える隊員が出動し、被災
地の早期復旧にあたってきました。

� 令和元年度は13回の出動があり、甚大な被害
となった台風19号の際には、のべ約３万人を
こえる隊員を派遣し、１日あたりでは、過去最
大の約750人が活動した日もありました。

〈令和元年台風19号での活動の一例〉
� ・�浸水被害地域での排水活動：台風上陸前より

排水ポンプ車を河川周辺に配備。災害発生後
は最大約200台、24時間体制での復旧活動。
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� ・�被害状況の調査：防災ヘリコプターやドロー
ンなどを活用し、河川や道路の被害状況を把握。

Q．	気候変動に伴う水害や土砂災害の頻
ひん
発
ぱつ
が懸念さ

れているほか、南海トラフ巨大地震や首都直下
地震はいつ起きてもおかしくないと言われてい
ます。今後に向けた対策を教えてください。

A．	 TEC-FORCEの体制・機能の強化を進めてい
ます。

� ・�人員、組織の増強：令和元年時点で隊員は創
設時の約５倍に増員

� ・�情報収集力、防災対応力の強化：最新のICT
機器（ドローン、レーザー計測器）や衛星通
信の導入

� ・�他機関との連携：消防や自衛隊、地元の建設
会社との訓練などを実施
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� 速やかな復旧作業が行えるよう、被災地域をイ
メージしたさらなる技術や知識の研さんを行っ
ています。

　いつ起こるかわからない自然災害に備え、国土交
通省では防災体制・機能の充実を推進しています。
災害が発生した時、被災地を的確に支援し、被災
された皆さんが１日も早く元の生活を取り戻せる
よう取り組んでいきます。ぜひ、皆さんにもTEC-
FORCEの存在を知っていただければと思います。

　TEC-FORCEに関するお問合せは

国土交通省　水管理・国土保全局
防災課　災害対策室
電話：代表番号�03－5253－8111へどうぞ。
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大切な水について考えよう。	
８月１日は「水の日」です。

　今年で44年目を迎える日本の「水の日」。日本
では約半世紀も前から水の大切さについて考えら
れてきました。水は、飲み水や炊事、洗濯、風呂、
水洗トイレなどの日常生活で使われるほか、農業、
工業、水力発電など幅広い分野で使われています。
「水の日」を前に、私たちの暮らしを支えている「水」
という資源について考えてみませんか。
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Q．	日本は水の豊かな国、	
という印象があるのですが？

A．	世界と比べて、日本は国土が狭く、平地も少な
いうえに、河川は短く急流で、梅雨や台風の時
期に雨が集中して降ることから、ほとんどの水
はすぐに海に流れてしまいます。これまで、安
定的に水資源を利用できるよう、ため池やダム
などがつくられましたが、傾斜が急でけわしい
地形の日本では、さらに大きなダムの建設は難
しく、貯水量も限られています。水は限りなく
あるように思われがちですが、日本人一人が使
える水の量は世界平均の２分の１以下であり、
水資源は実は限られているのです。
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Q．	私たちが家庭で使う水は	
どうやって確保されているのですか？　

A．	私たちが毎日使う水の主な源は川の水であり、
その大もとは空から降った雨や雪です。雲から
雨や雪となって地上に降った水は、川や地下を
通って海へ流れます。そして海の水は、太陽の
熱で再び雲になり、雨や雪を降らせます。地球
の水は、このように太古の昔から循環していま
したが、そのほとんどが海水等であり、淡水は
約2.5％です。そして、人が容易に利用できる
のは全体の約0.01％にすぎません。

� 私たちは、その水循環の中で、ダムや水路など
を活用しながら主に川の水を利用しており、水
道施設などを経て安全な水が届けられています。

� 私たちが使うことのできる水は、絶えず「循環
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する水」の一部ということになり、この水循環
を健全に保つことが持続的な社会を築く上でと
ても重要なことなのです。

Q．	水資源を守るために、	
私たちに出来ることはありますか？

A．	水資源を守るには、一人一人が水を大切に使い、
健全な水循環を維持し回復することが重要で
す。例えば、お風呂の残り湯の再利用や水を流
しっぱなしにしないように気を付けるなどの節
水を心がけること。それから、地域の川や水源
などを守るため、ごみ拾いや植林活動が行われ
ているところもあります。

　� 蛇口をひねると安全でおいしい水が飲めるのは
とても恵まれたことですが、決して当たり前の
ことではありません。一人一人が水の大切さを
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改めて考え、自分ができることから始めてみま
しょう。

Q．	44年目になる「水の日」について教えて下さい。	

A．	８月１日を「水の日」、「水の日」を初日とする
1週間を「水の週間」とすることが昭和52年
５月の閣議で了解され、その後、平成26年７
月に水循環基本法が施行され、８月１日は、国
民の間に広く健全な水循環の重要性についての
理解と関心を深める日として、法律で定められ
た「水の日」となりました。

� 「水の日」「水の週間」には、国、地方公共団体、
関係団体が連携して、各地で多くのイベントな
どを開催しています。�お風呂の残り湯や再生水
を利用した打ち水などは、水の有効利用や水の
大切さを改めて考えるきっかけになります。ま
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た、毎年、中学生を対象に「水について考える」
をテーマとした作文コンクールを実施しており、
総数12,000を超える応募の中から選ばれた
作文は、率直で新鮮な発想が、刺激と驚きを与
えてくれるかもしれません。

　将来にわたって持続的に水の恩恵を受けられるよ
うにしていこうとする取組が今、世界中で行われて
います。私たち日本人も、一人一人が国際社会の一
員として自覚を持ち、この問題と向き合っていくこ
とが大切です。ウェブサイトでは、「水の日」や関
連行事の最新情報について詳しくご案内しておりま
すので、興味のある方は「水の日」「水の週間」で
検索してみてください。



この広報誌は、「政府広報オンライン」でも
お知らせしています。

また、音声によるご案内もしています。

●政府広報オンライン●

点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」

令和2年7月発行

発行●内閣府政府広報室
制作●高速録音株式会社

ふれあいらしんばん Vol.74
点字・大活字広報誌

音声広報CD「明日への声」

ふれあいらしんばん

明日への声




