
　10月に入ってもまだ「夏ではないのか」と思わせる日がありました。今年の夏は、竜巻も多
く発生、集中的な豪雨による被害も出ています。このような状況は、地球温暖化の影響？

と考えずにはいられません。ＩＰＣＣ（国連の気候変動に関する政府間パネル）報告も学習していきたいところです。（Ｅ・Ｈ）

●目 次

　東京消費者団体連絡センターは、8月30日付で猪瀬東京都知事あてに2014
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
藤井部長はじめ7名の担当者に要望を伝え、意見交換しました。また、都議会
5会派（自民党、公明党、日本共産党、民主党、生活者ネットワーク）とのヒア
リングや懇談を9月3、5、6日に行いました。連絡センターからは、代表委員を
はじめ11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54名が参加しました。（要望事項はP.2,3参照）
　2014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14項目（2年目の消費生活基本計画推進、悪質な事業者対応や国への
法制度改革要請、全国初の東京都消費者教育推進計画及びアクションプラン
の積極的推進、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、多摩消費生活センターの機能発揮･活性化、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、国への地方消費者行政に対する恒常的財政支援の要請）、食の安全･安心確保
について4つの柱で8項目（食品の安全確保、「いわゆる健康食品」の課題、リスコミュニケーションの充実、築地市場移転問題）、
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4項目（高度な防災機能を備えたまちづくり、電力エ
ネルギー改革の推進、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積極的な意見が出され、東京都からは消費者団体の活動への期待と消費者行政の積極
的展開と推進に向けた努力、都議会各会派からは、消費者問題を共に考え、要望実現に向けて頑張っていきたい旨の発言があ
りました。

編 集 後 記

２０１４年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました２０１４年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました

　全国の消費者団体はじめ関係する54団体で早期実現の運動を進めている「集団的消費者被害回復訴訟制度」は、先の通
常国会に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」として上程され、継続審議
となっています。私たちは、10月15日からの臨時国会での法案成立を強く求めており、議員要請行動などの運動を進めて
います。院内集会にもぜひご参加下さい！

　10月29日（火）１０：３０～１２：００（衆議院議員会館　101会議室）
　＊事前申し込みが必要です。10月2４日までに東京消費者団体連絡センターにご連絡ください。

集団的消費者被害回復訴訟制度の今臨時国会での実現を求めます！集団的消費者被害回復訴訟制度の今臨時国会での実現を求めます！

♦2014年度東京都予算への要望書提出　♦集団的消費者被害回復訴訟制度の早期実現運動……… P.1
♦2014年度東京都予算への要望事項 ………………………………………………………………… P.2,3
♦区市町村消費者行政調査の取組　♦駅前放置自転車クリーンキャンペーン ……………………… P.3
♦催しのご案内　♦意見書提出、催しの報告 …………………………………………………………… P.4

院内集会

連絡センター通信連絡センター通信連絡センター通信
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催 し の ご 案 内

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、東京都多摩公団住宅自治会協議会、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、多摩のくら
しを考えるコンシューマーズ・ネットワーク

東京消費者団体連絡センターの参加団体（17団体：2013年8月1日現在）

くらしフェスタ東京2013　　　　　交流フェスタ TOKYOくらしの情報広場

学習会「あなたは大丈夫？健康食品のウソ・ホント！」

▶「消費者保護の観点から、商品先物取引についての不招請勧誘禁止規定撤廃に反対します」
（9/27、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（消費者）、金融庁長官、消費者庁長官宛）
意見概要：商品先物取引については不招請勧誘が禁止されていますが、今回その撤廃が検討されています。禁止によ

り減少してきた消費者被害が、再び高齢者をはじめ一般消費者に対する電話勧誘･訪問勧誘等で増加して
いく可能性があり、反対意見を提出しました

▶学習･意見交換会「東京の消費者行政について」～ざっくばらんにトーク～
　6月26日（水）13：30～15：30（東京都生協連会館）　参加者：52名
　東京都消費生活基本計画」や平成２５年度予算、2013年度の取り組みについて、東京都生活
文化局消費生活部長藤井秀之さんに講演いただき、意見交換しました。消費者行政への関心
が高まり、消費者教育推進への期待や要望も多く寄せらた有意義な会でした。（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、東京都消費者月間協賛事業）

▶第２回多摩地域の消費者団体交流会～「消費者教育推進法』をどう活かす！ 
　7月8日（月）13：30～16：20　（東京都多摩消費生活センター）参加者：64名
　基調講演を、国の消費者行政の動きや消費者教育推進について、消費者庁の阿南久長官か
ら、東京都消費生活基本計画や都の消費者教育推進について、東京都生活文化局消費生活
部企画調整課の吉村幸子課長からそれぞれいただき、取組報告が東京都生協連消費者行政
連絡会と多摩のくらしを考えるコンシューマーズ･ネットワークからされました。後半のワーク
ショップでは、「『消費者教育推進法』」をどう活かす!」のテーマで活発な意見交換がなされ、
情報収集や発信、様々な取り組みや連携などの多くのアイディアが出されました。参加者も多
彩で、充実した交流会となりました。（主催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会）

▶区市町村の消費者行政担当者との懇談　キックオフ集会
　9月5日(木)10：00～12：20（東京都生協連会館3階）　参加者：139名
　前半では、「消費者問題と消費者行政と消費生活相談員｣について公益社団法人全国消費
生活相談員協会理事長の吉川萬里子さんからの基調講演と、「第2回多摩地域の消費者団体
交流会」報告が実行委員会からあり、後半に、区市町村消費者行政アンケートの調査結果報
告と「懇談に向けての行動提起」がなされました。秋の懇談に活かそうと熱心な関わりがあ
り、消費者問題や消費者行政、行政調査の取組について理解が深められました。（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）

報　　告

10月25･26日（金･土）10：00～17：00

11月29日(金)10：00～12：00　　

（ホームページを参照ください）

意見書提出

東京電力との説明・意見交換会を継続して開催しています
　連絡センター定例会の場や別日程を設けて、汚染水問題、原発再稼働、電気料金等について東京電力から説明を受け、
意見交換を続けています。

消費者庁阿南長官とキャラクター

見て、聞いて、
話そう！

　5つのエリア「暮らし」「安全対策」「環境」「食」「消費者被害防止」で、消費者団体・企業・行政が工夫を凝らして、パネル
展示・・ゲーム・ＤＶＤ放映などを行います。楽しく学べるクイズラリーでは、オリジナルノベルティをプレゼントします。
　連絡センターのブースでは、＜区市町村消費者行政調査報告＞＜健康食品アンケート（プレゼント付＞＜クイズラリー＞
を行います。

　健康食品については、健康被害や財産被害などの消費者トラブルも発生しており、あらためて健康食品の基礎知識や安
全性・有効性・販売方法等の課題について理解を深め、責任ある消費行動につなげます。

会場　新宿駅西口広場イベントコーナー　　主催　東京都消費者月間実行委員会

会場　東京都消費生活総合センター教室Ⅰ・Ⅱ（１７階）
講師　東京都福祉保健局健康安全部食品監視課監視計画係長　福田博保さん
主催　東京消費者団体連絡センター　　　協賛　東京都消費者月間協賛事業
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2014年度東京都予算に関する要望事項2014年度東京都予算に関する要望事項
Ⅰ.消費者行政の充実･強化に関して
改定された消費生活基本計画を着実な推
進を求めます。

（1）2年目となる東京都消費生活基本計画の実施におい
て、4つの重点施策への予算を十分確保され、5つ
の政策課題と共に着実な推進を図ってください。

<4つの重点施策>　①悪質事業者の取り締まりと市場から
の排除、　②消費者教育の推進、　③情報の戦略的な収
集と発信、　④東京都消費生活総合センターの機能の充実
<5つの政策課題>　①消費者被害の防止と救済、　②悪質事
業者の市場からの排除と取引の適正化、　③商品やサービス
の安全･安心の確保、　④「自ら考え行動する」消費者になるた
めの支援、⑤消費者団体･事業者団体や区市町村との連携強化

悪質な事業者に対する取り組みや、現行
法の問題点改善の国への働きかけを、関
係機関や周辺自治体と連携して、強めて
ください。

（1）悪質な事業者への取締りや指導を関係機関の広域
連携等も通して、強化してください。

　2013年度の東京都全域での相談件数118,208件の内、
高齢者の相談件数の占める割合は3割近く、件数は4年連
続で3万件を超えています。平均契約金額も229万円と高
額で（全体平均金額163万円）、高齢者を狙った悪質な販
売手口に関する相談は増加しています。
（2）法制度上の問題点改善や、実効性担保ができる制

度の要望等、国への働きかけを他の自治体とも連
携して、強めてください。　　 

　悪質事業者取り締まりのための都道府県への権限移譲や、悪
質な事業者の都道府県レベルの処分効果を全国に及ぼすことが
できる法改等の検討について、法を運用している現場の立場か
らの要望と働きかけを他の自治体とも連携して強めてください。

全国初となった東京都消費者教育推進計
画とアクションプログラム（2013年8月
策定）を積極的に推進してください。

（1）学校教育現場での推進や連携が厳しい状況にあ
り、教育委員会への働きかけを強めてください。

（2）担い手育成の具体的プログラムづくりに着手し、マ
スター講座等の有効活用を図ってください。

（3）消費者団体等との連携を積極的に進めてください。
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）小規模市町村の消費者行政体制の底上げが図れる
よう、西多摩地域の広域連携の内容や出前相談等
の充実をはじめとした支援を進めてください。

　身近な地域での消費者相談や、消費者啓発等の消費者
行政充実のための支援が求められています。
現在、消費者相談窓口未設置は12町村（多摩地域2町1村、
　全島嶼部2町7村）、消費生活相談窓口開設日が週4日未満は5
市町、消費生活相談員の当日一人勤務は9市町、という状況です。
（2）消費生活相談員･職員の研修の充実を図ってください。
　活性化基金事業で好評だった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
会の充実を要望します。
（3）消費生活相談窓口の日曜開設や平日の相談時間の延

長を、2013年度の改善結果の検証をふまえて、引続
き検討してください。

　2013年度から月～土曜の相談時間が1時間延長され、都
民サービスが向上しました。改善結果の検証と更なるサー
ビス向上の可能性について引き続き検討を進めてください。
（4）消費生活相談員の専門性が発揮できる雇用の安定

や処遇改善を進めてください。
　猪瀬知事の記者会見での、非常勤職員の制度見直し（給
与格差是正等）への言及や（2013年5月2日）、総務省との
認識共有の上での消費者庁長官からの地方自治体首長へ
の「消費生活相談員に対するいわゆる『雇い止め』の見直し
について（依頼）」等も踏まえての対応を進めてください。

多摩消費生活センターの機能発揮･活性化
を推進してください。

（1）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、機能発揮や活性化が進む取
り組みを講じてください。

　多摩消費生活センターの相談事業復活や多摩地域のセ
ンターオブセンター機能強化を求める声が続いています。

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、
その充実と発展を進めてください。

（2）消費者団体の活動活性化のための支援や連携、ま
た集団的消費者被害回復に係る訴訟制度を担う適
格消費者団体との連携強化を図ってください。
国による地方消費者行政への恒常的財政
支援を国に要請してください。

（1）地方消費者行政の充実･強化のために、国の財政
支援は重要です。とりわけ、事業の継続には単年
度支援でなく恒常的な支援が必要です。

　私ども東京消費者団体連絡センターと東京都生活協同組
合連合会消費者行政連絡会と共同で取り組んでいる区市町村
消費者行政調査においても、2013年度アンケートからは約3
分の1の自治体から同様の要望が具体的に出されています。

Ⅱ.食の安全･安心確保について
食品の安全確保施策を推進してください。

（1）食品中の放射性物質対策や、輸入食品を含めての
食品の安全確保のために、監視強化、検査の充実、
事業者への監視指導などの強化を図ってください。

（2）食物アレルギーや遺伝子組み換え食品等に対し、
食品表示の徹底や適正化を進め、事業者へのコン
プライアンスに対する指導を強めてください。

（3）BSE検査対象の徹底管理と特定危険部位の確実な
除去を進めてください。

（4）必要な法制度整備については国に積極的に働きか
けてください。
「いわゆる健康食品」の安全性･有効性･販
売方法等の課題への取り組み推進と消費
者啓発に注力してください。

（1）「いわゆる健康食品」については、健康被害にとど
まらず、財産被害等の消費者トラブルも発生してお
り、安全性･有効性･販売方法等の課題への継続的
な対応･取り組みが求められています。

（2）消費者が適切な選択ができるよう、注意喚起を含
めた情報提供等の啓発を進めてください。
情報の共有化やリスクコミュニケーション
を充実･推進してください。

（1）食品の安全性に対する疑問の解消や理解を進め、
責任ある消費行動に資するためにも情報の共有化
やリスクコミュニケーションを推進してください。

（2）多様なコミュニケーションの機会をつくるなどして
その充実を図ってください。
築地市場の移転に伴う豊洲新市場の土壌
汚染対策の徹底を図り、安全･安心が担保
できる卸売市場を確保してください。

（1）豊洲新市場予定地の震災後の液状化現象や、放射
性物質の検査を含めた土壌汚染問題等への徹底し
た対策が必要です。

（2）生鮮食品を扱う卸売市場においては、安全な立
地環境を確保していく基本姿勢のもとに、誠実で
丁寧な取り組みと、都民への的確な情報提供や
現地見学会、意見交換会などを継続してください。

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
首都直下地震等への備えを始めとして、
高度な防災機能を備えたまちづくりとそ
の強化を推進してください。

（1）東日本大震災からの教訓や今後を見据えての課
題をふまえて、高度な防災都市実現のための対応
に力を注いでください。

電力エネルギー改革を推進し、低炭素で
効率的な自立･分散型エネルギー社会の創
出、持続可能な社会づくりに向けて積極
的な取り組みを進めてください。

（1）再生可能エネルギーの積極的導入･拡大や、自立･
分散型発電の普及拡大、スマートエネルギー都市
の実現を目指した省エネ･節電等の取り組み、国
への要請等を進めてください。

（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いってください。

東日本大震災の復興支援の対応を引き続
き進めてください。

（1）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。

東京都議会自由民主党
（国会議員3名も参加）

2013年　6月26日

7月

9月5日
10～11月

2014年2月28日（金）

学習・意見交換会
「東京の消費者行政について」
アンケート調査
キックオフ集会
“区市町村との懇談” 
2013年度のまとめ「報告・交流会」

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査に取り組んでいます
　4年目となる区市町村消費者行政調査は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共同の取組です。東京の消費
者行政の活性化･充実や、行政･他団体との連携、まちづくりの主人公
としての力の発揮などを目標に掲げて、6月の学習意見交換会、7月
の区市町村消費者行政アンケートを終え、秋の区市町村消費者行政
者担当者との懇談がいよいよ始まります（昨年は、53区市町村に延べ
19団体432名が参加）。
　この懇談には都内の消費者団体と生協組合員が参加し、7月のアン
ケート結果を参考に、活性化基金の活用状況、消費者啓発･消費者教
育の取組、昨年末に施行された「消費者教育推進法」への対応、相談
事業、行政と他機関や消費者団体等との連携、独自の取組や要望等
について意見交換します。懇談結果は年明け2月28日の「報告･交流
会」で報告していきます。
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都議会公明党

日本共産党東京都議会議員団

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!
「困ります!　自転車置きざり　知らんぷり」10月22日（火）～10月31日（木）

秋の懇談がスタート！

♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」（10/25・26）
　会場で、キャンペーンPRします。

スケジュール

※「学習･意見交換会」「キックオフ集会」については、報
告（p.4）をご参照ください。

都議会民主党

都議会生活者ネットワーク
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2014年度東京都予算に関する要望事項2014年度東京都予算に関する要望事項
Ⅰ.消費者行政の充実･強化に関して
改定された消費生活基本計画を着実な推
進を求めます。

（1）2年目となる東京都消費生活基本計画の実施におい
て、4つの重点施策への予算を十分確保され、5つ
の政策課題と共に着実な推進を図ってください。

<4つの重点施策>　①悪質事業者の取り締まりと市場から
の排除、　②消費者教育の推進、　③情報の戦略的な収
集と発信、　④東京都消費生活総合センターの機能の充実
<5つの政策課題>　①消費者被害の防止と救済、　②悪質事
業者の市場からの排除と取引の適正化、　③商品やサービス
の安全･安心の確保、　④「自ら考え行動する」消費者になるた
めの支援、⑤消費者団体･事業者団体や区市町村との連携強化

悪質な事業者に対する取り組みや、現行
法の問題点改善の国への働きかけを、関
係機関や周辺自治体と連携して、強めて
ください。

（1）悪質な事業者への取締りや指導を関係機関の広域
連携等も通して、強化してください。

　2013年度の東京都全域での相談件数118,208件の内、
高齢者の相談件数の占める割合は3割近く、件数は4年連
続で3万件を超えています。平均契約金額も229万円と高
額で（全体平均金額163万円）、高齢者を狙った悪質な販
売手口に関する相談は増加しています。
（2）法制度上の問題点改善や、実効性担保ができる制

度の要望等、国への働きかけを他の自治体とも連
携して、強めてください。　　 

　悪質事業者取り締まりのための都道府県への権限移譲や、悪
質な事業者の都道府県レベルの処分効果を全国に及ぼすことが
できる法改等の検討について、法を運用している現場の立場か
らの要望と働きかけを他の自治体とも連携して強めてください。

全国初となった東京都消費者教育推進計
画とアクションプログラム（2013年8月
策定）を積極的に推進してください。

（1）学校教育現場での推進や連携が厳しい状況にあ
り、教育委員会への働きかけを強めてください。

（2）担い手育成の具体的プログラムづくりに着手し、マ
スター講座等の有効活用を図ってください。

（3）消費者団体等との連携を積極的に進めてください。
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）小規模市町村の消費者行政体制の底上げが図れる
よう、西多摩地域の広域連携の内容や出前相談等
の充実をはじめとした支援を進めてください。

　身近な地域での消費者相談や、消費者啓発等の消費者
行政充実のための支援が求められています。
現在、消費者相談窓口未設置は12町村（多摩地域2町1村、
　全島嶼部2町7村）、消費生活相談窓口開設日が週4日未満は5
市町、消費生活相談員の当日一人勤務は9市町、という状況です。
（2）消費生活相談員･職員の研修の充実を図ってください。
　活性化基金事業で好評だった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
会の充実を要望します。
（3）消費生活相談窓口の日曜開設や平日の相談時間の延

長を、2013年度の改善結果の検証をふまえて、引続
き検討してください。

　2013年度から月～土曜の相談時間が1時間延長され、都
民サービスが向上しました。改善結果の検証と更なるサー
ビス向上の可能性について引き続き検討を進めてください。
（4）消費生活相談員の専門性が発揮できる雇用の安定

や処遇改善を進めてください。
　猪瀬知事の記者会見での、非常勤職員の制度見直し（給
与格差是正等）への言及や（2013年5月2日）、総務省との
認識共有の上での消費者庁長官からの地方自治体首長へ
の「消費生活相談員に対するいわゆる『雇い止め』の見直し
について（依頼）」等も踏まえての対応を進めてください。

多摩消費生活センターの機能発揮･活性化
を推進してください。

（1）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、機能発揮や活性化が進む取
り組みを講じてください。

　多摩消費生活センターの相談事業復活や多摩地域のセ
ンターオブセンター機能強化を求める声が続いています。

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、
その充実と発展を進めてください。

（2）消費者団体の活動活性化のための支援や連携、ま
た集団的消費者被害回復に係る訴訟制度を担う適
格消費者団体との連携強化を図ってください。
国による地方消費者行政への恒常的財政
支援を国に要請してください。

（1）地方消費者行政の充実･強化のために、国の財政
支援は重要です。とりわけ、事業の継続には単年
度支援でなく恒常的な支援が必要です。

　私ども東京消費者団体連絡センターと東京都生活協同組
合連合会消費者行政連絡会と共同で取り組んでいる区市町村
消費者行政調査においても、2013年度アンケートからは約3
分の1の自治体から同様の要望が具体的に出されています。

Ⅱ.食の安全･安心確保について
食品の安全確保施策を推進してください。
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食品の安全確保のために、監視強化、検査の充実、
事業者への監視指導などの強化を図ってください。
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（3）BSE検査対象の徹底管理と特定危険部位の確実な
除去を進めてください。

（4）必要な法制度整備については国に積極的に働きか
けてください。
「いわゆる健康食品」の安全性･有効性･販
売方法等の課題への取り組み推進と消費
者啓発に注力してください。
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に力を注いでください。

電力エネルギー改革を推進し、低炭素で
効率的な自立･分散型エネルギー社会の創
出、持続可能な社会づくりに向けて積極
的な取り組みを進めてください。

（1）再生可能エネルギーの積極的導入･拡大や、自立･
分散型発電の普及拡大、スマートエネルギー都市
の実現を目指した省エネ･節電等の取り組み、国
への要請等を進めてください。

（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いってください。

東日本大震災の復興支援の対応を引き続
き進めてください。

（1）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。
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区市町村消費者行政調査に取り組んでいます
　4年目となる区市町村消費者行政調査は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共同の取組です。東京の消費
者行政の活性化･充実や、行政･他団体との連携、まちづくりの主人公
としての力の発揮などを目標に掲げて、6月の学習意見交換会、7月
の区市町村消費者行政アンケートを終え、秋の区市町村消費者行政
者担当者との懇談がいよいよ始まります（昨年は、53区市町村に延べ
19団体432名が参加）。
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育の取組、昨年末に施行された「消費者教育推進法」への対応、相談
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　10月に入ってもまだ「夏ではないのか」と思わせる日がありました。今年の夏は、竜巻も多
く発生、集中的な豪雨による被害も出ています。このような状況は、地球温暖化の影響？

と考えずにはいられません。ＩＰＣＣ（国連の気候変動に関する政府間パネル）報告も学習していきたいところです。（Ｅ・Ｈ）

●目 次

　東京消費者団体連絡センターは、8月30日付で猪瀬東京都知事あてに2014
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
藤井部長はじめ7名の担当者に要望を伝え、意見交換しました。また、都議会
5会派（自民党、公明党、日本共産党、民主党、生活者ネットワーク）とのヒア
リングや懇談を9月3、5、6日に行いました。連絡センターからは、代表委員を
はじめ11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54名が参加しました。（要望事項はP.2,3参照）
　2014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14項目（2年目の消費生活基本計画推進、悪質な事業者対応や国への
法制度改革要請、全国初の東京都消費者教育推進計画及びアクションプラン
の積極的推進、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、多摩消費生活センターの機能発揮･活性化、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、国への地方消費者行政に対する恒常的財政支援の要請）、食の安全･安心確保
について4つの柱で8項目（食品の安全確保、「いわゆる健康食品」の課題、リスコミュニケーションの充実、築地市場移転問題）、
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4項目（高度な防災機能を備えたまちづくり、電力エ
ネルギー改革の推進、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積極的な意見が出され、東京都からは消費者団体の活動への期待と消費者行政の積極
的展開と推進に向けた努力、都議会各会派からは、消費者問題を共に考え、要望実現に向けて頑張っていきたい旨の発言があ
りました。

編 集 後 記

２０１４年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました２０１４年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました

　全国の消費者団体はじめ関係する54団体で早期実現の運動を進めている「集団的消費者被害回復訴訟制度」は、先の通
常国会に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」として上程され、継続審議
となっています。私たちは、10月15日からの臨時国会での法案成立を強く求めており、議員要請行動などの運動を進めて
います。院内集会にもぜひご参加下さい！

　10月29日（火）１０：３０～１２：００（衆議院議員会館　101会議室）
　＊事前申し込みが必要です。10月2４日までに東京消費者団体連絡センターにご連絡ください。

集団的消費者被害回復訴訟制度の今臨時国会での実現を求めます！集団的消費者被害回復訴訟制度の今臨時国会での実現を求めます！

♦2014年度東京都予算への要望書提出　♦集団的消費者被害回復訴訟制度の早期実現運動……… P.1
♦2014年度東京都予算への要望事項 ………………………………………………………………… P.2,3
♦区市町村消費者行政調査の取組　♦駅前放置自転車クリーンキャンペーン ……………………… P.3
♦催しのご案内　♦意見書提出、催しの報告 …………………………………………………………… P.4

院内集会
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催 し の ご 案 内

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、東京都多摩公団住宅自治会協議会、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、多摩のくら
しを考えるコンシューマーズ・ネットワーク

東京消費者団体連絡センターの参加団体（17団体：2013年8月1日現在）

くらしフェスタ東京2013　　　　　交流フェスタ TOKYOくらしの情報広場

学習会「あなたは大丈夫？健康食品のウソ・ホント！」

▶「消費者保護の観点から、商品先物取引についての不招請勧誘禁止規定撤廃に反対します」
（9/27、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（消費者）、金融庁長官、消費者庁長官宛）
意見概要：商品先物取引については不招請勧誘が禁止されていますが、今回その撤廃が検討されています。禁止によ

り減少してきた消費者被害が、再び高齢者をはじめ一般消費者に対する電話勧誘･訪問勧誘等で増加して
いく可能性があり、反対意見を提出しました

▶学習･意見交換会「東京の消費者行政について」～ざっくばらんにトーク～
　6月26日（水）13：30～15：30（東京都生協連会館）　参加者：52名
　東京都消費生活基本計画」や平成２５年度予算、2013年度の取り組みについて、東京都生活
文化局消費生活部長藤井秀之さんに講演いただき、意見交換しました。消費者行政への関心
が高まり、消費者教育推進への期待や要望も多く寄せらた有意義な会でした。（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、東京都消費者月間協賛事業）

▶第２回多摩地域の消費者団体交流会～「消費者教育推進法』をどう活かす！ 
　7月8日（月）13：30～16：20　（東京都多摩消費生活センター）参加者：64名
　基調講演を、国の消費者行政の動きや消費者教育推進について、消費者庁の阿南久長官か
ら、東京都消費生活基本計画や都の消費者教育推進について、東京都生活文化局消費生活
部企画調整課の吉村幸子課長からそれぞれいただき、取組報告が東京都生協連消費者行政
連絡会と多摩のくらしを考えるコンシューマーズ･ネットワークからされました。後半のワーク
ショップでは、「『消費者教育推進法』」をどう活かす!」のテーマで活発な意見交換がなされ、
情報収集や発信、様々な取り組みや連携などの多くのアイディアが出されました。参加者も多
彩で、充実した交流会となりました。（主催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会）

▶区市町村の消費者行政担当者との懇談　キックオフ集会
　9月5日(木)10：00～12：20（東京都生協連会館3階）　参加者：139名
　前半では、「消費者問題と消費者行政と消費生活相談員｣について公益社団法人全国消費
生活相談員協会理事長の吉川萬里子さんからの基調講演と、「第2回多摩地域の消費者団体
交流会」報告が実行委員会からあり、後半に、区市町村消費者行政アンケートの調査結果報
告と「懇談に向けての行動提起」がなされました。秋の懇談に活かそうと熱心な関わりがあ
り、消費者問題や消費者行政、行政調査の取組について理解が深められました。（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）

報　　告

10月25･26日（金･土）10：00～17：00

11月29日(金)10：00～12：00　　

（ホームページを参照ください）

意見書提出

東京電力との説明・意見交換会を継続して開催しています
　連絡センター定例会の場や別日程を設けて、汚染水問題、原発再稼働、電気料金等について東京電力から説明を受け、
意見交換を続けています。

消費者庁阿南長官とキャラクター

見て、聞いて、
話そう！

　5つのエリア「暮らし」「安全対策」「環境」「食」「消費者被害防止」で、消費者団体・企業・行政が工夫を凝らして、パネル
展示・・ゲーム・ＤＶＤ放映などを行います。楽しく学べるクイズラリーでは、オリジナルノベルティをプレゼントします。
　連絡センターのブースでは、＜区市町村消費者行政調査報告＞＜健康食品アンケート（プレゼント付＞＜クイズラリー＞
を行います。

　健康食品については、健康被害や財産被害などの消費者トラブルも発生しており、あらためて健康食品の基礎知識や安
全性・有効性・販売方法等の課題について理解を深め、責任ある消費行動につなげます。

会場　新宿駅西口広場イベントコーナー　　主催　東京都消費者月間実行委員会

会場　東京都消費生活総合センター教室Ⅰ・Ⅱ（１７階）
講師　東京都福祉保健局健康安全部食品監視課監視計画係長　福田博保さん
主催　東京消費者団体連絡センター　　　協賛　東京都消費者月間協賛事業


