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平成29年7月九州北部豪雨災害で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

7月の九州北部豪雨災害で亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心からお見舞い
申し上げます。

2018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、9月7日に小池東京都知事あてに2018年度東京都予算へ
の要望書を提出し、東京都生活文化局消費生活部三木部長はじめ7名の担当のみなさんに要
望を伝え、意見交換しました。また、7月27日、9月7日、都議会5会派
（公明党、都民ファー
ストの会、自民党、民進党、日本共産党）
との懇談やヒアリングを行いました。連絡センター
からは、代表委員をはじめ、10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82名が参加しました。
（要望事項はP.2、3参照）
2018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7つのテーマで10項
目
（悪質な事業者への対応強化、東京都消費者教育推進計画とアクションプログラムによる
消費者教育の推進、集団的消費者被害回復訴訟制度の啓発、など）
、食の安全・安心確保
について5つのテーマで8項目
（東京都食品安全推進計画に基づく食品の安全確保施策を着
実に推進、受動喫煙防止対策の推進強化と条例制定、築地市場の移転問題に関する適切な
情報公開、食品ロス削減の取り組み）
、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3つのテーマで7項目
（高度な防災都市実現の施策の推進、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、東日本大震災の復興支援）
を要望しました。
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、今回の要望を反
映できるよう努力する。平成30年度予算編成は、3つのシティの実現、新しい東京の創出を目指し、東京の持つ無限
の可能性を引き出す取組を積極的に推進すること、ワイズスペンディング
（賢い支出）
で都民ファーストの視点に立った
取組を推進すること、東京2020大会の開催準備に係る取組を着実に進めることを基本とし予算確保に努める、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。

見学会 「中央防波堤埋立処分場〜海と陸からの見学会〜」9月27日（水）9：30〜15：00
東京都環境公社の見学会に当連絡センターの参加団体から10名で参加しました。
はじめに、新東京丸に乗船し、東京湾の9つの埠頭と中央防波堤外側埋立地、新海面処分
場埋立地を見学しました。内側埋立地では、ごみと建築発生土で埋め立てられた
「ごみの山」
に苗木を植え、美しい森に生まれ変わらせる
「海の森」プロジェクトがすすめられていました。
次に、環境局中坊合同庁舎で映像による環境学習を行なった後、バス車中から粗大ごみなど
が破砕処理されているところを見学しながら中央防波堤外側埋立地へ向かいました。粗大ご
みや可燃ごみ、不燃ごみ、産業廃棄物などが粉砕や燃焼等の中間処理がされ埋立処分場に搬
入されているため、想像していたごみの臭いは感じませんでした。また、環境対策として、ご
みの層に浸透した汚れた雨水をそのまま海に流すのではなく排水処理場で浄化して下水道に放流する仕組が取られていま
した。限りある埋立空間を目の当りにしてごみ減量を心がけようと思いました。

東京消費者団体連絡センターの参加団体（17団体 2017年4月14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、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、東京南部生活協同組合、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
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Ⅰ. 消費者行政の充実・強化について
1. 悪質な事業者への対応の強化をすすめてください。
（1）東京都消費生活条例に基づく悪質事業者への取締り強化
の推進を求めます。
東 京都全 域での
2016 年度上半期の
消費生 活相談件 数
は前年度 上半 期に
比べ 10.6% 減 少し
ていますが（14,976
東京都議会公明党
件）
、高齢者の相談
は、3855 件となっ
ています。相談内容
としては、定期購入
になってしまう「健
康 食品」や詐 欺被
害 解 決を謳う探 偵
業 者等 の相談が多
都民ファーストの会
く見られます。また、秋の臨時国会では、民法の成年年
齢引き下げに関する法案が提出される見込みで、実現し
た場合、若者の消費者被害の増加が懸念されます。高齢
者だけでなく若者の消費者被害の拡大防止に向け、悪質
業者への対応の強化を引き続きすすめてください。
（2）消費者被害から高齢者を見守る取組みを区市町村との連
携を強化してすすめ
てください。
東京都消費生
活対 策審議 会 答申
（2015 年12月答申）
に係 る対 応 を重 点
的に進められるこ
東京都議会自民党
と は、 区 市 町 村
の支 援 につ な がる
と期待いたします。
消費 者安 全確保 の
ための地 域 協 議 会
の設 置や高齢 者の
消費 者被害 防止の
ため の 高 齢 者 見
都議会民進党
守りネットワーク
構築については、区市町村の消費者行政担当者は、福祉
部局との連携を模索しています。消費生活部門と福祉部
門の連携がすすむよう両部門に対し東京都からの実効性
ある働きかけを要望します。

2. 東京都消費者教育推進計画とアクションプログラムに
よる消費者教育を関係機関・多様な団体との連携を強
化し積極的に推進するとともに、区市町村の支援に取
り組んでください。特に小学校での消費者教育が重要
と考えます。
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地域の消費者教育推進のために、学校教育現場での推
進や連携、区市町村への先進事例紹介などの情報提供、
人材育成等の推進体制づくりへの支援に取り組んでくだ
さい。また、消費者団体等との連携を強め積極的に推
進してください。

3. 集団的消費者被害回復訴訟制度が有効に機能するよ
うに制度の啓発や特定適格消費者団体との連携をす
すめてください。
東 京都は全 国に
先 駆 け、 特 定 適 格
消 費 者 団 体 が、 被
害回 復関係 業 務を
円滑に遂行できるよ
う、 訴 訟 費 用 の 貸
付けや相 談 情 報 の
提 供 等、総 合 的 な
日本共産党東京都議会議員団
支援を平成 29 年度
から開始されています。相当多数の消費者が被った財産
被害が回復されるよう、制度の周知のため広報・啓発を
進め、制度が機能するよう特定適格消費者団体との連携
をすすめてください。

4.センターオブセンターとしての東京都消費生活総合セ
ンターの機能強化を推進してください。
（1）どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよ
う相談体制の質の向上を引き続き図ってください。
消費生活相談員の研修事業の継続や、一人勤務体制の消費生活
相談員への研修機会の充実、消費者行政担当職員の役割に見合った
研修カリキュラムの充実を強化してください。

（2）区市町村との連携や支援を推進してください。

5. 多摩消費生活センターのさらなる機能発揮・活性化
を求めます。
多摩消費生活センターが多摩地域の市町村と連携を密
にし、地域特性を活かして、消費者・消費者団体とも協
働しながら、機能発揮や活性化をさらに推進してださい。

6. 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。
（1）消費者意識の啓発、消費者団体相互の連携強化、消費者・
事業者・行政の協働の推進のために、東京都消費者月間
事業の果たしている役割は大きく、引き続きその充実と
発展を推進してください。
（2）
「自ら考え行動する」消費者の育成や、消費者市民社会
の形成に参画し、発展に寄与できるよう様々な取組を展
開している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。

7. 国による地方消費者行政への財政支援の継続を要請
してください。
地方消費者行政の充実・強化のために、2018 年度以
降も地方消費者行政推進交付金と同等以上の財政措置が
継続されるよう国に対して働きかけてください。

Ⅱ . 食の安全・安心確保について
1. 東京都食品安全推進計画に基づく食品の安全確保の
ための施策を着実に推進してください。
（1）ポータルサイト「東京都アレルギー情報 navi.」を対
象者に対し広報周知をすすめ、有効に活用されるよう
に図るとともに、アレルギー物質混入防止に向けた事
業者等への技術指導を強めてください。
（2）「機能性表示食品」も含めた健康食品については、消
費者が適切な選択ができるよう、監視及び情報提供等
の啓発を引き続きすすめてください。
（3）国の、全ての加工食品を対象とした原料原産地表示
に関する食品表示基準の改正が 2022 年 4 月に完全施
行されます。国の基準と東京都の条例の整合性が取れ
るよう内容を改正し、消費者、事業者に対して丁寧な
説明を行ってください。
（3）食品の安全に関するリスクコミュニケーションを推進
してください。

2. 東京都における受動喫煙防止対策の推進強化と、
実効性向上のための条例制定を求めます。

今回、取組んでおられる Web サイト改修では、掲載
情報の充実はもとより、システムの改善や操作性の向上、
多言語化等により医療機関や薬局等を選択する際に役
立つサイトになることを期待します。都民への「ひまわり」
の周知活動をすすめてください。

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. 対策の推進と、近年多発する局地的集中豪雨や台
風などによる被害防止に向けて、高度な防災都市実
現の施策を引き続き推進してください。
（1）局地的集中豪雨や台風などにより想定以上の被害が
日本各地で多発している状況を鑑み、東京都のハザー
ドマップの見直しをすすめてください。また、生活に必
要なインフラの安全点検をすすめてください。
（2）都民に首都直下地震や局地的集中豪雨や台風による
被害想定や事前の備えなどに関する情報提供を強めて
ください。

2. スマートエネルギー都市の実現を目指した都市エネ
ルギー施策を推進し、持続可能な社会づくりに向け
て積極的な取り組みをすすめてください。

2020 年オリンピック・パラリンピック開催都市として、
東京での受動喫煙防止のための取り組みをすすめてくだ （1）再生可能エネルギーの積極的導入・拡大のために、本
さい。また、受動喫煙防止のための取り組みを実効性あ
格的な普及拡大に力を注いでください。また国への要
るものにするために、条例制定を要望します。
請等を積極的に進めてください。

3. 築地市場の移転問題に関しては、消費者団体や築
地市場関係者の多様な意見を踏まえ、食の安全を最
優先課題とし、適切に情報公開を行いながら消費者
の不安・懸念の払拭に努めることを求めます。
4. 食品ロスを削減する取組みをすすめてください。
食品ロスは、事業者の流通・販売過程と家庭での食べ
残しや賞味期限前の廃棄で発生しています。東京都は国
と連携して事業者に対する要請と、消費者への啓発を強
化してください。また、食品ロスを削減するため、2017
年度に引き続き、防災用の備蓄食品を有効活用する仕組
みづくりを確立してください。さらに、市民団体等が行っ
ているフードドライブなどの先進事例を収集し、情報発
信してください。

5. 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」Web サ
イトの周知を図ってください。

2017年度

（2）原子力発電に依存しない持続可能な社会づくりを都民
とともに構築してください。
（3）「パリ協定」を世界の国と都市が取組み、気候変動の
危機に立ち向かうに当たり、東京都が地球温暖化対策
でリーダーシップを発揮してください。
（4）2016 年 4 月の電 力小売完全自由化、2017 年 4 月
のガス小売り自由化の導入を踏まえ、消費者が主体的
な選択ができるよう環境整備と、悪質な事業者に対し
て取り締まりを強化してください。

3. 東日本大震災の復興のため、被災地・被災者・福島
支援の取組を都民・関係機関等の協力を得て、引き
続き進めてください。
都内に避難している被災者の自立支援の継続や、就労
対策、住宅の貸与期間の延長、住宅の供与期間の延長等、
継続して図ってください。

東京の消費者行政調査活動に取り組んでいます

秋の懇談に取り組んでいます
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協働で、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8年目を迎えました。今年度から、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することになりました。消費者教育推進や地域の見守りネットワークづくりなど私たちが安心
して暮らしていくために、有意義で役に立つ活動に取
り組んでいきます。6月のアンケート調査の結果や9月 スケジュール
に開催した
「学習と懇談に向けて」もふまえ、消費者
時 期
項 目
行政担当者との懇談を行っています。
6月 アンケート調査
（53区市町村から回答）
懇談では、
①アンケート結果、
②行政からの報告
（今
9月11日 東京の消費者行政 学習と懇談に向けて
（参加者47名）
年度重点課題）
、
③消費者団体や生協の地域での活動
10 〜 11月 区市町村消費者行政担当者との懇談
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月又は3月に2017年度のまと 2018年2月又は3月 2017年度のまとめの「報告・交流会」
め
「報告・交流会」
で報告していきます。
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催しのご案内
23区消費者団体交流会

“ざっくばらんに交流しよう！"〜居場所づくりと消費者団体の関わり〜

日時：2017年12月1（金）13：30〜16：00
会場：東京都消費生活総合センター 16階 学習室A
今年の交流会は。地域の中で幅広い世代に向けた居場所づくりの活動と、そのような活動を行っている団体を支援
する取り組みについてお話をききます。地域の消費者活動を活性化し活動を広げるために、消費者団体としてどのよう
な関わり方ができるか一緒に考えてみましょう。
内容：【活動報告】①中野「みんなの食堂」
②東京南部生協「フードドライブの取り組みと居場所づくり」
【ワークショップ】テーマ：居場所づくりと消費者団体の関わり
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（※ホームページをご参照ください）

●多摩地域の市民活動交流会〜つながりをひろげよう〜
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
ひだまりサロン
（調布市社会福祉協議会）
、八王子シルバーふらっと相談室＆ふらっとカフェ、
あかり茶話会／ ITサロン
（清瀬視覚障害者グループあかり）
、東京ストリートカウント
（ARCH
（アーチ）
）
、学び塾
「猫の足あと」の5団体からのリレー報告と、首都大学東京の室田真一准教
授による基調講演
「地域でのネットワーク構築の必要性」
を行いました。その後、ワークショッ
プでは、“つながり、ひろげよう"をテーマにワークショップを行い今後の活動を広げるために
できることを考え合いました。参加者からは、今まで知ることがなかった活動を知ることが
できた。それぞれの団体の活動内容、どのように広げていったのか良く分かった、などの感
想が寄せられました。市民団体と消費者団体の連携を進めることが今後の課題です。

●公正取引委員会による消費者セミナー 「安くて良い商品を買えるワケ」
7月14日（金）
13：30〜14：30（東京都消費生活総合センター） 参加者：15名
主催：東京消費者団体連絡センター
公正取引委員会事務総局消費者教育係の磯部咲里さんより、市場経済の仕組み、消
費者の商品選択や事業者間の競争の重要性をお話していただき、安くて良い商品を買え
るワケを知る機会となりました。公正取引委員会の仕事や独占禁止法が私たちの生活に
どのように関わっているか、あまり意識しないで過ごしていましたが、広告を見る場合で
も優良誤認、有利誤認させていないか厳しく見ていきたいと思いました。

●2017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11日
（月）
10：30〜12：45（東京都生協連会館3階会議室） 参加者：47名
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
平成29年度消費生活関連予算や消費者行政の主な事業と取組内容、「東京都消
費生活基本計画」及び「東京都消費者教育推進計画」の改定、「高齢者の消費者被
害防止のための見守りネットワーク構築」の取組について、東京都生活文化局消費
生活部長三木暁朗さんに講演いただきました。続けて学習「私たちがめざす懇談
活動とは」、今年6月に行った53区市町村消費者行政アンケートのまとめ報告を行
いました。その後、参加者は懇談にむけたグループ交流を行い、懇談の進め方な
ど充実した懇談にするための交流を行いました。

第3 4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 「放置ゼロ

キレイな街でおもてなし」

期間 10月22日
（日）〜10月31日（火）

♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」
（10/20・21）
会場で、
キャンペーンをPRしました。

キャンペーンポスター

編 集 後 記

国や東京都の施策に対し消費者の立場で要望を伝える活動を進めています。今年度はこ
れまでに、消費者庁宛「消費者契約法の見直しに関する意見」や国土交通省住宅局宛「賃貸
住宅標準契約書に関する意見」
、東京都福祉保健局宛「東京都受動喫煙防止条例（仮称）の基本的な考え方に対する意見」
など提出しました。誰もが安心して暮らせる社会になりますように・・。（I.K）
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