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2022年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました
東京消費者団体連絡センターは、新型コロナウィルス感染症拡大を鑑み要望をオンライン
による懇談、ヒアリングを中心に行いました。８月下旬に小池東京都知事あてに２０２２年度東
京都予算への要望書を提出し、９月６日に東京都生活文化局消費生活部工藤部長はじめ５名
の担当の皆さんにオンラインによる懇談で要望を伝え、意見交換しました。また、８月３１日、
９月３日に都民ファーストの会、日本共産党東京都議会議員団とオンラインヒアリング、３日に
都議会自由民主党と対面でヒアリングを行いました。残念ながら都議会公明党と都議会立憲
民主党へは要望書の提出のみとなりましたが、来年はぜひ対面でのヒアリングを行いたいと
思っています。連絡センターからは、代表委員をはじめ、８団体と東京都消費者月間実行委
員会事務局、連絡センター事務局の延べ２６名が参加しました。
（要望事項はＰ,２,３参照）
２０２２年度東京都予算に対しては、消費者行政の充実・強化に関して５つのテーマで８
項
（消費者教育の推進、悪質な事業者の取締り強化、国に対して地方消費者行政への財
政支援の要請など））、食の安全・安心確保について２つのテーマで２項目
（ゲノム編集技
術応用食品の表示の指導、食品ロス削減の取組みなど）
、安全・安心なくらしの確保と持続可能な社会づくりに向け
てについて７つのテーマで９項目
（首都直下地震や台風等に対する備えの強化、貧困対策としての住宅保障制度、東
日本大震災の復興支援の継続）
を要望しました。特に、成年年齢引下げによる消費者被害防止に向けた消費者教育の
推進や、プラスチック削減と３Ｒ推進に取組んで欲しいことを要望しました。また、都立病院・公社病院の地方独立行
政法人化に反対する旨を伝えました。参加団体からは要望項目を補強する意見が活発に出され、東京都からは今回の
意見も踏まえ、消費者団体とも連携を図りながら施策を展開していきたいとの回答をいただきました。また、都議会各
会派からは、安全安心を実現するために、要望をしっかり受け止めていきたい旨の発言がありました。

2022年４月から「１８歳で大人」
！
東京都の2020年度の消費生活相談では若者
（29歳以下）
の相談件数は前年度より12.5%
の増加でした。来年4月から18歳で大人、成人になるということは親の承諾がなくても自分の
判断で契約することができるようになる、ということです。
東京都が作成した
「飯田橋四コマ劇場」
若者向け読本では、若者の間で増えているSNSを
きっかけとしたトラブルやマルチ商法、キャッチセールスやアポイントメントセールスなどについ
て悪質商法の手口や注意するべきポイントが紹介されています。
若者を狙った消費者被害から新成人を守るために
「飯田橋四コマ劇場」
若者向け読本をぜひ
ご活用ください。
検索

東京くらしＷＥＢホームページ →

参加団体（17団体

飯田橋四コマ劇場

→

若者向け読本

2021年4月16日現在）

NPO法人東京都地域婦人団体連盟、
主婦連合会､東京都地域消費者団体連絡会、
新日本婦人の会東京都本部、
一般財団法人消
費科学センター、東京地方労働組合評議会、東京借地借家人組合連合会、東京都生活協同組合連合会、生活協同組合コープみら
い､生活協同組合パルシステム東京、東都生活協同組合、生活クラブ生活協同組合・東京、葛飾区消費者団体連合会、大田区消費
者団体連絡協議会、
清瀬市消費者団体連絡会、
多摩のくらしを考えるコンシューマーズ・ネットワーク、
目黒区消費者グループ連絡会
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2 0 2 2 年 度 東 京 都 予算 要 望を提 出しました。
Ⅰ消費者行政の充実・強化について
1. 成年年齢引き下げによる消費者被害防止に向けた消費者
教育を確実に推進してください。
2022 年 4 月に施行される成年年齢 18 歳引き下げまで 1 年を
切りました。若年者をターゲットにした消費者被害の拡大が非常
に懸念されます。東京都が作成した WEB ツールを都立・私立高
等学校の授業等で活用して、対象となる者への消費者教育・啓発
を確実に推進してください。併せて保護者への啓発も肝要と考え
ます。また、小、中学校においても年齢に合わせた消費者教育を
進めてください。

2. 悪質な事業者への取締り強化と法改正の周知を進めてく
ださい。
（1）
「
『お試し無料』
が 実は高 額な
定 期 購 入だっ
た 」 という消
費生 活相談が
増えています。
この点 に 関し
都議会自由民主党
て今国会で成立
した改正特定商取引法に、事業者が消費者に誤認を与え
る虚偽誇大表示の禁止や違反行為で契約した消費者に取
消権の付与等が盛り込まれました。東京都でも悪質な事
業者の摘発を期待いたします。また、送り付け商法部分
が先行して施行され、消費者は契約していない商品が送
り付けられた場合は直ちに処分できることになりました。
これらの法改正を都民に対して周知を進めてください。
（2）引きこもり支援の民間団体でのトラブルが問題になって
います。悪質業者による契約の問題であるのか、その他
の要因によるものなのか等、実態の把握を進め対策を検
討してください。
3. 区市町村の消費者行政担当職員への研修をさらに充実
させてください。
地方消費者行政の意義の理解促進と地域の状況にあった政策
が図られるよう区市町村の消費者行政担当職員への研修をさらに
充実させてください。

4. 東京都消費者月間事業の充実・発展と、消費者団体と
の協働や活動支援を推進してください。

5. 国に対して地方消費者行政への財政支援の継続と地方消
費者行政強化交付金メニューの改善を要請してください。
地方消費者行政強化交付金の事業は 4 年目になりましたが、
相変わらず活用が極端に少ない事業メニューがあることから、自
治体のニーズとのミスマッチに原因があると考えられます。
私どもが行っている東京の 53 区市町村の消費者行政調査では、
国（消費者庁）に対しての要望として「継続的・安定的・長期的
な財政支援」
「強化交付金の補助率のかさ上げ」についての意見
が出されています。地方消費者行政推進交付金のように 10 割補
助を含めた交付率の引き上げと、地方消費者行政強化交付金のメ
ニューについては自治体ごとの裁量で活用できる自由度の高い事
業メニューへ改善することを国に対して要請してください。

Ⅱ 食の安全・安心確保について
1. 事業者に対してゲノム編集技術応用食品の表示の指導を
お願いします。
ゲノム編集技術によって開発された食品の安全性に関して消費
者の納得は十分に得られていません。事業者が、消費者庁の「食
品表示基準 Q ＆ A」に沿って積極的に情報提供を行うように東
京都としても指導してください。

2. 食品ロス削減対策を事業者、都民とともに進めてください。
SDGs の観点から食品ロス削減に関する消費者の意識は高く
なっています。
「東京都食品ロス削減推進計画」に基づき事業者
へ一層の協力を呼びかるとともに、家庭でも食品ロス削減に取組
むよう都民への広報・啓発を進めてください。また、フードパント
リーの推進を都内の NPO 法人と協力して進めてください。

Ⅲ 都民の安全・安心なくらしの確保と
持続可能な社会づくりに向けて
1. 首都直下地震への備えや近年多発する局地的集中豪雨や
台風などによる被害に対する備えの強化を図ってください。
（1）近年多発する集中豪雨や台風などによる風水害時の避難
所の拡大を強化してください。

今年も集中豪雨が全国で頻発しています。江東 5 区では大規
模水害時の広域避難計画が示されていますが自主的に宿泊先
を探せない等の事情を抱えている人もいると思います。江東
5 区に限らず、東京都が災害時の避難先として協定を締結し
ているホテルの一覧を都民に周知してください。

（1）消費者意識の啓発、消費者団体相互の連携強化、消費者・ （2）避難所での感染拡大防止対策と考慮が必要な人への施策
事業者・行政の協働の推進のために、東京都消費者月間
を引き続き強化してください
大規模災害発生時の避難所での感染拡大防止対策を引き続
事業の果たしている役割は大きく、引き続きその充実と
き強化してください。また、高齢者や子供、女性、障がいの
発展を推進してください。あわせて財政措置が減らされ
ある方などへ配慮した施策を強化してください。
ることがないよう対応してください。
（2）高齢化や財政面で課題を抱えている消費者団体が増えて
いますが、消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与
する様々な取組を展開しています。持続可能な消費者活
動を考え、消費者団体への活動支援や消費者団体との協
働を進めてください。またその際は消費者団体の自主性
を尊重してください。
（3）消費生活センターを地域から立ち上げ、東京都消費生活
条例制定をはじめ、今日の消費者市民社会の礎を築いた
地域婦人団体は、コロナ禍と財政難で長年の組織活動の
危機に直面しています。NPO など非営利活動を行う消
費者団体の事業が継続できるよう、支援してください。

2. 貧困対策として住宅保証の制度を早急に検討してください。
コロナ禍で貧困問題が深刻になっており、東京では住まいと仕
事を両方失う人も出てくるなど「住まいの危機」ともいえる状況が
起きています。家賃補助制度の拡充と、低所得者が健康で文化的
な生活を営むことができる住宅保証としての「公営住宅」の供給
拡大を早急に検討してください。

3. スマートエネルギー都市の実現を目指した都市エネル
ギー施策の推進と、区市町村のスマートエネルギー化を
支援し持続可能な社会づくりに向けて積極的な取組みを
すすめてください。
東京都の環境基本計画で 2030 年に向けた温室効果ガス排出
量の削減や再生可能エネルギーによる電気利用割合を高める目標
などの達成のため東京都は「スマートエネルギー都 庁行動計画」
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合、東京都は整備計画を今年の 10 月 1 日から 2022 年 4 月 28
日までの間に国に対し認定申請を行わなければなりません。認定
申請の提出には都議会の議決が必要です。決して水面下で進める
のではなく、パブリックコメント募集や公聴会を開くなどカジノに
反対する都民の声も聴いてください。当団体としてはカジノ誘致
に反対しています。

に取組んでいることは承知しています。しかし、区市町村のスマー
トエネルギー化への取組には格差が見受けられます。先進的な取
組を事例として紹介し取組んでいこうとしている区市町村を支援
してください。東京都全体でスマートエネルギー都市の実現を目
指してください。

4. 都立病院・公社病院の地方独立行政法人化に反対します。
都立病院・公社病院では、新型コロナウィルスに感染した患者
を重点的に受け入れ治療に奮闘されています。専門家の中には 5,6
年おきに今回のような感染症のパンデミックが起きると予想して
いる方もおります。新たな感染症対策や大規模な災害時の対応を
考えると都立病院・公社病院の役割はますます重要になると考え
ます。従って、都立病院・公社病院の地方独立行政法人化を中止
すことを求めます。

7. 東日本大震災の復興のため、被災地・被災者・福島支援
の取組みを引き続き進めてください。

（1）東日本大震災から 10 年になりました。都内に避難して
いる被災者に対して自立支援の継続や、就労対策、住宅
の供与期間の延長措置等を引き続き進めてください。

（2）東京電力福島第一原発の汚染処理水の海洋放出を国が
決定したことへの抗議が広がっています。安全を確認し
て放出するとされていますが、福島の漁業関係者が心配
5. プラスチック削減の対策と 3R の推進を強化してください。
しているのは風評被害が起きることです。農産物や畜産
プラスチックの削減は地球温暖化対策としても、海洋汚染防止
物の販路を東京都は提供して協力してきましたが、水産
という観点からも喫緊の課題です。プラスチック製品のリサイク
物の風評被害対策もぜひ検討してください。
ルの推進や再生プラスチック、植物由来素材の利用促進、使い捨
てプラスチックの削減を事業者、消費者と連携して推進してくだ
さい。同時に都民に対し 3R の取組みが浸透するように啓発の強
化を図ってください。

6. 東京にカジノを含む統合型リゾート（IR）を誘致しないでく
ださい。
標語
：ノは賭博です。カジノを誘致することでギャンブル依存症に
カジ
なる人が増え貧困化も進み、その家族も不幸になります。また、
期間：
治安が悪化することも考えられます。もし仮に、IR を誘致する場

2021年度

東京の消費者行政調査活動に取組んでいます。
秋の懇談実施中
東京都生協連消費者行政連絡会と東京消費者団体連絡センターが共同で、
東京の消費者行政の充実・活性化に向けて取り組んでいる「東京の消費者行
政調査活動」は12年目を迎えました。2017年度から、懇談の充実のために53
自治体を半分に分けて隔年ごとに実施しています。今年度は、新型コロナウィ
ルス感染症防止の観点からオンラインでの懇談を中心に進めていますが、自治
体を訪問する場合は感染防止の対策を取って実施しています。6月のアンケー
ト調査の結果や9月に開催した「学習と懇談に向けて」もふまえ、消費者行政
担当者との懇談を行い、消費者団体や生協の地域での活動を報告し、行政と
の連携について意見交換します。
懇談結果は年明けの2月18日（金）に2021年度のまとめ「報告・交流会」で
報告します。

スケジュール
時

期

項 目
6月 アンケート調査（52区市町村から回答）

9月2日 東京の消費者行政
学習と懇談に向けて:オンライン開催
（参加者120名）
10〜11月 “区市町村消費者行政担当者との懇談"
（オンライン又は訪問）
2022年2月18日 2021年度のまとめの「報告・交流会」
（開催方法は未定）

第38回駅前放置自転車
クリーンキャンペーンに
参加しましょう！
標語：
「自転車の代わりに置こう 思いやり」
期間：10月22日
（金）
〜10月31日
（日）
◆ 東京消費者団体連絡センターは
「駅前放置自転車クリーン

キャンペーン推進委員会」
に参加し活動に協力しています。
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催しのご案内
23区消費者団体活動情報交流会
ざっくばらんに交流しよう！
〜オンラインで輪を広げよう 仲間をふやそう〜

第８回 ２３区消費者団体活動情報交流会
東京都消費者月間協賛事業

ざっくばらんに交流しよう！
～オンラインで輪を広げよう
仲間をふやそう～
新型コロナウィルス感染症の収束が見通せない中、昨年から消費者団体の活動も

日時：2021年11月25
（木）
13：30〜15：30
開催方式：ZOOMによるオンライン開催 定員：100名

制約を受けています。
このような中、学習会をハイブリットで開催したり、デジタル消費生活展を開催し
たりと様々な工夫をして、地域の消費者団体は活動に取組んでいます。
オンラインを活用した活動報告を聞き、自分たちにもできそうなこと、やってみた
いことなどを、ブレイクアウトルーム機能を使ったグループワークでざっくばらんに
交流しませんか。

参加費：無料

新型コロナウィルス感染症の収束が見通せない中、昨年から消費者団体の活動も制約を受
けています。このような中、学習会をハイブリットで開催したり、デジタル消費生活展を開催
したりと様々な工夫をして、地域の消費者団体は活動に取組んでいます。
オンラインを活用した活動報告を聞き、自分たちにもできそうなこと、やってみたいことなど
を、ブレイクアウトルーム機能を使ったグループワークでざっくばらんに交流します。

活動報告：☆オンライン講座開催までの準備と見えてきた課題 ☆デジタル消費者展
☆消費生活展のアーカイブ作成 ☆YouTube配信あれこれ
主催：
「23区消費者団体交流会」実行委員会 協賛：東京都消費者月間協賛事業

報

告

日

時

Zoom によるオンライン交流会

開催方法

地域の活動に興味のある方

募集人数

１００名

申し込み

専用申し込みフォーム（QR コードもしくは URL）又はメールで申し込みください

参加費

無料

対象

（２３区以外の方も参加できます）

申込フォーム URL : https://forms.gle/pQu9XxZCPEXFuQCg9
申込専用メールアドレス : center@coop-toren.or.jp
：１１月２５日開催 オンライン交流会申し込み
タイトル（件名）
本文：お名前（ふりがな）、メールアドレス、電話番号、居住市区町村、所属団体名

申込締切

１１月１９日（金）

問合わせ

上記の申込専用メールアドレスにて問い合わせください

活動報告
☆オンライン講座開催までの準備と見えてきた課題
☆デジタル消費者展
☆消費生活展のアーカイブ作成
☆YouTube 配信あれこれ
グループワーク ２０分（予定）
☆ 自分たちもできるかな？やってみたいな！

練馬区消費生活センター運営連絡会

中野区消費者団体連絡会
目黒区消費者グループ連絡会
東京都生活協同組合連合会

主催：
「２３区消費者団体活動情報交流会」実行委員会
新宿区消費者団体連絡会、中央区消費者友の会、大田区消費者団体連絡協議会、目黒区消費者グループ連絡会
世田谷区消費者団体連絡会、中野区消費者団体連絡会、練馬区消費生活センター運営連絡会、豊島区消費者団体連絡会
葛飾区消費者団体連合会、生活協同組合パルシステム東京、ＴＯＫＹＯ消費者行政充実ねっと
東京都生協連消費者行政連絡会、東京消費者団体連絡センター（事務局）

（※詳しい報告はホームページを参照ください。）

●特定商取引法・預託法改正で変わること〜消費者被害が少なくなるってホント？
7月29日（木）14：00〜15：30
（ZOOMによるオンライン開催） 参加者：21名
今回の特商法・預託法の主な改正事項について弁護士の釜井英法さんに講演していただき
ました。詐欺的定期購入の規制強化として、表示事項義務と虚偽誇大表示の禁止、不実告知
の禁止、違反行為について罰則と取消権の付与、適格消費者団体の差し止め請求の対象に追
加などが盛り込まれた。また、送り付け商法の原則禁止やクーリング・オフの通知、
「書面」
の
ほかに
「電磁的方法」
によるクーリング・オフの通知を認める、販売預託商法の原則禁止などは
消費者のためになる改正です。しかし、申込者の承諾を得て、電磁的方法により契約書を提供
することができる、という書面交付義務の電子化はクーリング・オフの機会を与えるという契約
書面の消費者保護機能が骨抜きになる恐れがあるなどの問題点を指摘されました。今後の取組みとして、新たな被害拡大を防止でき
るような内容の政省令となるよう、検討会での論議の内容を注視するとともに、外からの働きかけが必要である。そして、消費者契
約法改正、成年年齢引下げ対策とも絡めながら特商法５年後見直しの運動ともセットで取組んでいきましょう、とお話しされました。

（主催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会、協賛：東京都消費者月間協賛事業）

●多摩地域の市民活動交流会
地球温暖化まったなし！ 〜これから私たちはどうすればよいか〜
７月12日（月）13：30〜15：45
（ZOOMによるオンライン開催） 参加者：54名
地球温暖化の原因とされている温室効果ガスCO2の削減は待ったなしの課題です。地球温暖
化の影響や温暖化防止に向けたエネルギー選択について、東京大学未来ビジョン研究センター
高村ゆかり教授に講演していただきました。質疑応答の後、CO2の削減に取り組んでいる行政
や団体からの報告として、東京都環境局 西脇勇二課長、多摩循環型エネルギー協会 高森郁
哉理事より取り組み報告をお聞きし、
「これから私たちはどうすればよいか」
をテーマに、グループ
に分かれて交流しました。

（主催：
「多摩地域の消費者団体交流会」
実行委員会、協賛：東京都消費者月間協賛事業）

●２０２１年度東京の消費者行政調査活動「東京の消費者行政

学習と懇談に向けて」

9月3日
（木）
10：00〜12：00
（ZOOMによるオンライン開催） 参加者：120名
2010年から消費者行政調査活動では、都内区市町村を訪問して懇談を行ってきました。昨年度はコ
ロナ禍のためアンケートのみ実施しましたが、今年度は主にオンラインを活用して懇談を実施しています。
懇談を始めるにあたり東京都生活文化局消費生活部長 工藤穣治さんによる、「東京都の消費生活行
政の現状と課題 を学びました。また、事務局から「私たちがめざす懇談活動とは」の話、消費者行政
アンケートのまとめと懇談に向けての説明の後、懇談ではどんなことを聞きたいかグループ交流を行いま
した。１０月から始まる消費者行政担当者との懇談に向けて、準備と交流の場となりました。

（主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連消費者行政連絡会）
先日、東京では１０年ぶりとなる震度５強の地震が発生しました。我が家では、転倒防止等
の対策はしてあったので被害はありませんでしたが、避難に備えた準備をしていない事に気
づきました。適切な避難行動を事前に整理できる「マイ・タイムライン」や、地域の避難場所や危険個所がわかる「ハザード
マップ」を活用しながら、いざという時に慌てず行動できるよう備えておこうと思っているこの頃です。
（A.H）

編 集 後 記
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