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　東京消費者団体連絡センターは、舛添東京都知事あてに2016年度東京都予算への要望書を
提出し、8月28日に東京都生活文化局消費生活部山本部長はじめ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、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4、8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64名が参
加しました。（要望事項はP.2、3参照）
　2016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及びアクションプランの積極的推進、
集団的消費者被害回復訴訟制度の導入に伴う啓発や特定適格消費者団体への支援及び
国への働きかけ、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財政支援の要請）、食の
安全･安心確保について3つのテーマで6項目（2015年度から実施の新たな東京都食品安
全推進計画に基づく食品の安全確保施策の推進、健康食品の課題への取り組みを推進、
受動喫煙防止対策の推進強化）、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（首都直下型地震対策や高度な防災都市実現のための施策の推進、
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、東京都からは要望にこたえられるように取り組むとともに、長期ビジョ
ンの目標に向けて効率的で効果的な取組をすすめていく、特に高齢者の消費者被害については、消費者団体と連携し積極的に取り
組んでいくこと、都議会各会派からは、様々な課題について共に考え、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。
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「消費者契約法」改正にむけて、運動を進めています!
～高齢化社会･情報化社会にふさわしい消費者契約のルールを求めます～

「消費者契約法」改正にむけて、運動を進めています!
～高齢化社会･情報化社会にふさわしい消費者契約のルールを求めます～
　消費者契約法は、2000年に制定されましたが、15年が経過した現在、被害の実情は新たな消費者トラブルが多数発生し、
消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、高度情報通信社会の進展とインターネットを使った消費者取引の拡大、消費生活
におけるグローバル化の進展など大きく変化しています。
　昨年8月、内閣総理大臣から内閣府消費者委員会に対し「消費者契約法」について検討の諮問がなされ、今年8月に「中間と
りまとめ」が公表されました。この後、法案化され、国会で審議されます。高齢者被害やネット取引被害など、現在の実情や
社会･経済状況の変化に合った内容に改正し、多くの消費者被害を予防･救済できるよう、全国の消費者団体など23団体と運
動をすすめています。
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● 「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る要望」（7/9、 東京都都知事宛）
内容： 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目指すべき姿の明確化、

検討委員会等の設置、条例制定、たばこの煙にさらされない社会環境づくりの推進強化、「受動喫煙防止法（仮称）」
制定の国への働きかけを求める意見を出しました。

●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29日（月）13：30～15：30（東京都消費生活総合センター　17階）　参加者98名
　平成27年度予算や東京都長期ビジョン、2015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山本明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、高齢者見守りへの期待や要望も多く寄せられた有意
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4回多摩地域の消費者団体交流会
　「つながろう!発信しよう!多摩の消費者」～ネットワークを広げよう!～ 
　7月9日（木）13：30～16：00（東京都多摩消費生活センター）参加者：63名
　交流会の軸となっている「『連携（ネットワーク）』を地域でどうつくり、広げていく
か」について、9団体から消費者団体と行政との連携を中心に、地域に応じた連携形
態での工夫された活動や事業の取り組みについて報告がありました。ワークショッ
プではネットワークを広げるヒントになったことやこれから取り組みたいことなどを出し合い、参加者からは「地域
に戻って、自分の出来ることをすすめたい」など、今後の活動に活かせる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、東京都消費者月間協賛事業）

●区市町村の消費者行政担当者との懇談　キックオフ集会　～さらなる連携をめざして～
　9月7日（月）10：00～12：30（コープみらいプラザ新中野　4階）参加者171名
　前半では、「消費者行政調査活動によせて」について独立行政法人国民生活セン
ター理事長の松本恒雄さんからの基調講演と、「第4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調査アンケート結果
報告と「懇談に向けての行動提起」がなされました。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）
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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、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

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体：2015年4月10日現在）

意見書提出

報告

　　連絡センターの事務局になって3カ月が経ちました。「東京都への予算要望」や
6年目になる「区市町村の消費者行政担当者との懇談」に向けての準備と忙しい毎日

が続いています。関わってみると、それぞれの消費者団体が『私たちのくらしをより良くするために』という強
い思いで活動されていることを感じます。個々の団体が持っている力を発揮し、また連携しながら消費者活動
がさらに前進できるよう努めたいと思います。（K･I）

編 集 後 記

♦連絡センターは、東京都消費者月間　「交流フェスタ」（10/9･10）会場で、
　キャンペーンをPRします。

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

催しのご案内

“ざっくばらんに交流しよう!"～私たち消費者団体が元気になるために!!パートⅡ～
日時：2015年12月7日（月）　13：30～16：00　会場：東京都消費生活総合センター　17階　教室Ⅰ･Ⅱ
開催趣旨：活動や情報の交流･意見交換を通して他団体との連携や消費者団体同士の連携等を進め、活動の活性

化や消費者行政の充実に役立たせていく機会として開催します。
内容：1.地域での連携した取り組みや活動報告

報告団体(予定)：NPO法人豊島子どもwakuwakuネットワーク、生活クラブ生活協同組合、目黒区消費者団体連絡会　他
　　　2.ワークショップ 
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

23区の消費者団体交流会

標語：「困ります!　自転車置きざり　知らんぷり」

第31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!

　
※ホームページを参照ください
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2015年　6月29日

7月
9月7日
10～11月

2016年　3月7日

学習･意見交換会
「東京の消費者行政について」（参加者98名）
アンケート調査（52区市町村から回答）
キックオフ集会（参加者171名）
“区市町村との懇談" 
2015年度のまとめの「報告･交流会」

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査活動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「53区市町村の消費者行政調査活動」は6年目を迎えました。消費者教育推進や地域の見守りネットワークづくりの動きもある
中、昨年に引き続き消費者団体や生協と行政との、あるいは地
域でのさらなる連携をめざしていきます。6月に開催した学習･意
見交換会「東京の消費者行政について」や7月のアンケート調査の
結果もふまえ、また、多摩地域で開催した交流報告も受けて、
消費者行政担当者との懇談がスタートします。（昨年は、50区市
町村に延べ33団体353名が参加）。
懇談では、①アンケート結果、②行政からの報告（相談事業及び今
年度重点課題）、③消費者団体や生協と行政との連携について、
地元の消費者団体や生協組合員と共に意見交換します。
懇談結果は年明け3月7日の2015年度のまとめ「報告･交流会」で
報告していきます。

2015年度

秋の懇談がスタート!

スケジュール

 一.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） 改正された東京都消費生活条例に基づく悪質事業者への取締

りや立入調査権限強化の推進を求めます。
　東京都全域での2014 年度消費生活相談件数は引き続き増加と
なっており（129,040 件）、高齢者の相談件数は過去最多（39,286
件）、若者の相談も引き続き増加傾向にあります（16,213件）。
　高齢者の相談件数は全体の3割を占め、平均契約金額も207
万円と全体と比べて高額になっています。また、都内の4割の人
が振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害の危険に遭遇しています。
　近年の法改正により規制が強化されていますが、増加傾向にあ
る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すす
めてください。

（2） 高齢者の見守りネットワークづくりを地域の実情に合わせて幅
広い関係者との連携で構築できるよう区市町村への支援に取
り組んでください。
　高齢者被害防止の取組には、地域の関係機関･団体等の連携が
欠かせません。消費者安全法の改正（2014 年 6月）により、消
費者安全確保のための地域協議会が組織できることやその構成
員に秘密保持義務を課すことが規定されました。この協議会の設
置及び高齢者の消費者被害防止の取組を実施している高齢者見守
りネットワークについては、区市町村の消費者行政担当者からは、
有効な手立てとしつつも新たな設置でなく現行の連携を活かした
実施状況の報告もされており（東京都生協連と東京消費者団体連
絡センターが実施している「2015年度区市町村消費者行政調査ア
ンケート」集約結果より）、地域の実態を踏まえた東京都の支援を
求めます。

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･団体と連携して積極的に推進して
ください。
　学校教育現場での推進や連携、担い手育成の具体的プログラム
づくり、消費者団体等との積極的連携等を推進してください。

3. 集団的消費者被害回復訴訟制度の新たな導入に伴い、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
への支援を検討し取り組みをすすめてください。また国が
支援策等の措置を積極的に行うよう働きかけてください。
　集団的消費者被害回復訴訟制度は「消費者の財産的被害の集団
的な回復のための裁判手続きの特例に関する法律」（略称『消費者
裁判手続き特例法』2013 年12月成立･公布、3年以内に施行）
により創設されました。相当多数の消費者が被った財産被害が回
復されるよう、制度の周知は重要です。また、裁判手続きの追行
主体である特定適格消費者団体への情報提供や資金貸付等の財政
的支援も欠かせず、東京都消費生活条例を活用し取り組みをすす
めてください。また、全国的な制度であることから、国への働きか
けを求めます。

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
窓口の整備や相談体制の質の向上を引き続き図ってください。

　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引き続
き進めてください。

　相談員の増員や相談時間の延長などの質の向上は見られますが、
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4市町、という
状況です。国は消費生活センター設立促進を政策目標の一つに掲げ
ております（2015年 3月に消費者庁が発表した地方消費者行政強化
作戦での政策目標）。
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
めの支援を引き続きすすめてください。

　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、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要望します。

（2） 区市町村との連携や支援を推進してください。
　区市町村の消費者行政担当者から次のような要望が出されてい
ます（東京都生協連と東京消費者団体連絡センターが実施している
「2015年度区市町村消費者行政調査アンケート」集約結果より）。～
より一層の連携強化、迅速な情報提供と緊密な情報共有、情報提供
側の区市町村の事情を考慮した広域的な対策や啓発などの強化を要
望します。

5.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。

　多摩消費生活センターの多摩地域のセンターオブセンターとしての機
能強化を求める声が続いています。
　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を国に要請してくだ
さい。

　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。
2015 年度は国の当初予算に地方消費者行政推進交付金が計上され、
交付金活用事業の実施期間も延長できることとなっておりますが、区
市町村の消費者行政担当者からは、活用しやすい財政支援継続の要望
の声が引き続き届いています（東京都生協連と東京消費者団体連絡セ
ンターが実施している「2015年度区市町村消費者行政調査アンケート」
集約結果より）。東京都から国に対して要請することを要望します。

 二 .食の安全･安心確保について
1. 2015年度からの新たな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）食中毒対策や食品中の放射性物質対策、輸入食品を含めた
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） 食物アレルギーについての総合的な対策、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） 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. 「機能性表示食品」も含めた健康食品の機能性表示、安
全性･有効性･販売方法等の課題への取り組みを推進し
てください。
　新たに創設された機能性表示制度（2015年 4月より施行）「機
能性表示食品」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すすめてください。

3. 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。

（1） 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さい。

（2） 受動喫煙防止のための取り組みを実効性あるものにするた
めに、条例制定を要望します。

三 .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. 首都直下地震対策の推進と、近年多発する集中豪雨や台
風などによる被害防止に向けて、高度な防災都市実現の
施策を推進してください。

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、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
的な取り組みをすすめてください。

（1） 再生可能エネルギーの積極的導入･拡大のために、本格的
な普及拡大に力を注いでください。また国への要請等を積
極的に進めてください。

（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。

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。

東京都議会自由民主党

都議会公明党

日本共産党東京都議会議員団

都議会生活者ネットワーク

都議会民主党
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2015年　6月29日

7月
9月7日
10～11月

2016年　3月7日

学習･意見交換会
「東京の消費者行政について」（参加者98名）
アンケート調査（52区市町村から回答）
キックオフ集会（参加者171名）
“区市町村との懇談" 
2015年度のまとめの「報告･交流会」

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査活動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「53区市町村の消費者行政調査活動」は6年目を迎えました。消費者教育推進や地域の見守りネットワークづくりの動きもある
中、昨年に引き続き消費者団体や生協と行政との、あるいは地
域でのさらなる連携をめざしていきます。6月に開催した学習･意
見交換会「東京の消費者行政について」や7月のアンケート調査の
結果もふまえ、また、多摩地域で開催した交流報告も受けて、
消費者行政担当者との懇談がスタートします。（昨年は、50区市
町村に延べ33団体353名が参加）。
懇談では、①アンケート結果、②行政からの報告（相談事業及び今
年度重点課題）、③消費者団体や生協と行政との連携について、
地元の消費者団体や生協組合員と共に意見交換します。
懇談結果は年明け3月7日の2015年度のまとめ「報告･交流会」で
報告していきます。

2015年度

秋の懇談がスタート!

スケジュール

 一.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） 改正された東京都消費生活条例に基づく悪質事業者への取締

りや立入調査権限強化の推進を求めます。
　東京都全域での2014 年度消費生活相談件数は引き続き増加と
なっており（129,040 件）、高齢者の相談件数は過去最多（39,286
件）、若者の相談も引き続き増加傾向にあります（16,213件）。
　高齢者の相談件数は全体の3割を占め、平均契約金額も207
万円と全体と比べて高額になっています。また、都内の4割の人
が振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害の危険に遭遇しています。
　近年の法改正により規制が強化されていますが、増加傾向にあ
る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すす
めてください。

（2） 高齢者の見守りネットワークづくりを地域の実情に合わせて幅
広い関係者との連携で構築できるよう区市町村への支援に取
り組んでください。
　高齢者被害防止の取組には、地域の関係機関･団体等の連携が
欠かせません。消費者安全法の改正（2014 年 6月）により、消
費者安全確保のための地域協議会が組織できることやその構成
員に秘密保持義務を課すことが規定されました。この協議会の設
置及び高齢者の消費者被害防止の取組を実施している高齢者見守
りネットワークについては、区市町村の消費者行政担当者からは、
有効な手立てとしつつも新たな設置でなく現行の連携を活かした
実施状況の報告もされており（東京都生協連と東京消費者団体連
絡センターが実施している「2015年度区市町村消費者行政調査ア
ンケート」集約結果より）、地域の実態を踏まえた東京都の支援を
求めます。

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･団体と連携して積極的に推進して
ください。
　学校教育現場での推進や連携、担い手育成の具体的プログラム
づくり、消費者団体等との積極的連携等を推進してください。

3. 集団的消費者被害回復訴訟制度の新たな導入に伴い、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
への支援を検討し取り組みをすすめてください。また国が
支援策等の措置を積極的に行うよう働きかけてください。
　集団的消費者被害回復訴訟制度は「消費者の財産的被害の集団
的な回復のための裁判手続きの特例に関する法律」（略称『消費者
裁判手続き特例法』2013 年12月成立･公布、3年以内に施行）
により創設されました。相当多数の消費者が被った財産被害が回
復されるよう、制度の周知は重要です。また、裁判手続きの追行
主体である特定適格消費者団体への情報提供や資金貸付等の財政
的支援も欠かせず、東京都消費生活条例を活用し取り組みをすす
めてください。また、全国的な制度であることから、国への働きか
けを求めます。

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
窓口の整備や相談体制の質の向上を引き続き図ってください。

　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引き続
き進めてください。

　相談員の増員や相談時間の延長などの質の向上は見られますが、
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4市町、という
状況です。国は消費生活センター設立促進を政策目標の一つに掲げ
ております（2015年 3月に消費者庁が発表した地方消費者行政強化
作戦での政策目標）。
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
めの支援を引き続きすすめてください。

　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、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要望します。

（2） 区市町村との連携や支援を推進してください。
　区市町村の消費者行政担当者から次のような要望が出されてい
ます（東京都生協連と東京消費者団体連絡センターが実施している
「2015年度区市町村消費者行政調査アンケート」集約結果より）。～
より一層の連携強化、迅速な情報提供と緊密な情報共有、情報提供
側の区市町村の事情を考慮した広域的な対策や啓発などの強化を要
望します。

5.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。

　多摩消費生活センターの多摩地域のセンターオブセンターとしての機
能強化を求める声が続いています。
　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を国に要請してくだ
さい。

　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。
2015 年度は国の当初予算に地方消費者行政推進交付金が計上され、
交付金活用事業の実施期間も延長できることとなっておりますが、区
市町村の消費者行政担当者からは、活用しやすい財政支援継続の要望
の声が引き続き届いています（東京都生協連と東京消費者団体連絡セ
ンターが実施している「2015年度区市町村消費者行政調査アンケート」
集約結果より）。東京都から国に対して要請することを要望します。

 二 .食の安全･安心確保について
1. 2015年度からの新たな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）食中毒対策や食品中の放射性物質対策、輸入食品を含めた
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） 食物アレルギーについての総合的な対策、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） 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. 「機能性表示食品」も含めた健康食品の機能性表示、安
全性･有効性･販売方法等の課題への取り組みを推進し
てください。
　新たに創設された機能性表示制度（2015年 4月より施行）「機
能性表示食品」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すすめてください。

3. 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。

（1） 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さい。

（2） 受動喫煙防止のための取り組みを実効性あるものにするた
めに、条例制定を要望します。

三 .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. 首都直下地震対策の推進と、近年多発する集中豪雨や台
風などによる被害防止に向けて、高度な防災都市実現の
施策を推進してください。

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、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
的な取り組みをすすめてください。

（1） 再生可能エネルギーの積極的導入･拡大のために、本格的
な普及拡大に力を注いでください。また国への要請等を積
極的に進めてください。

（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。

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。

東京都議会自由民主党

都議会公明党

日本共産党東京都議会議員団

都議会生活者ネットワーク

都議会民主党



●目 次

　東京消費者団体連絡センターは、舛添東京都知事あてに2016年度東京都予算への要望書を
提出し、8月28日に東京都生活文化局消費生活部山本部長はじめ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、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4、8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64名が参
加しました。（要望事項はP.2、3参照）
　2016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及びアクションプランの積極的推進、
集団的消費者被害回復訴訟制度の導入に伴う啓発や特定適格消費者団体への支援及び
国への働きかけ、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財政支援の要請）、食の
安全･安心確保について3つのテーマで6項目（2015年度から実施の新たな東京都食品安
全推進計画に基づく食品の安全確保施策の推進、健康食品の課題への取り組みを推進、
受動喫煙防止対策の推進強化）、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（首都直下型地震対策や高度な防災都市実現のための施策の推進、
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、東京都からは要望にこたえられるように取り組むとともに、長期ビジョ
ンの目標に向けて効率的で効果的な取組をすすめていく、特に高齢者の消費者被害については、消費者団体と連携し積極的に取り
組んでいくこと、都議会各会派からは、様々な課題について共に考え、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。

2016年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました2016年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました
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「消費者契約法」改正にむけて、運動を進めています!
～高齢化社会･情報化社会にふさわしい消費者契約のルールを求めます～

「消費者契約法」改正にむけて、運動を進めています!
～高齢化社会･情報化社会にふさわしい消費者契約のルールを求めます～
　消費者契約法は、2000年に制定されましたが、15年が経過した現在、被害の実情は新たな消費者トラブルが多数発生し、
消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、高度情報通信社会の進展とインターネットを使った消費者取引の拡大、消費生活
におけるグローバル化の進展など大きく変化しています。
　昨年8月、内閣総理大臣から内閣府消費者委員会に対し「消費者契約法」について検討の諮問がなされ、今年8月に「中間と
りまとめ」が公表されました。この後、法案化され、国会で審議されます。高齢者被害やネット取引被害など、現在の実情や
社会･経済状況の変化に合った内容に改正し、多くの消費者被害を予防･救済できるよう、全国の消費者団体など23団体と運
動をすすめています。

　東京消費者団体連絡センターは、舛添東京都知事あてに2016年度東京都予算への要望書を
提出し、8月28日に東京都生活文化局消費生活部山本部長はじめ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、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4、8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64名が参

7つのテーマで10項目（悪質
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● 「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る要望」（7/9、 東京都都知事宛）
内容： 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目指すべき姿の明確化、

検討委員会等の設置、条例制定、たばこの煙にさらされない社会環境づくりの推進強化、「受動喫煙防止法（仮称）」
制定の国への働きかけを求める意見を出しました。

●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29日（月）13：30～15：30（東京都消費生活総合センター　17階）　参加者98名
　平成27年度予算や東京都長期ビジョン、2015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山本明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、高齢者見守りへの期待や要望も多く寄せられた有意
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4回多摩地域の消費者団体交流会
　「つながろう!発信しよう!多摩の消費者」～ネットワークを広げよう!～ 
　7月9日（木）13：30～16：00（東京都多摩消費生活センター）参加者：63名
　交流会の軸となっている「『連携（ネットワーク）』を地域でどうつくり、広げていく
か」について、9団体から消費者団体と行政との連携を中心に、地域に応じた連携形
態での工夫された活動や事業の取り組みについて報告がありました。ワークショッ
プではネットワークを広げるヒントになったことやこれから取り組みたいことなどを出し合い、参加者からは「地域
に戻って、自分の出来ることをすすめたい」など、今後の活動に活かせる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、東京都消費者月間協賛事業）

●区市町村の消費者行政担当者との懇談　キックオフ集会　～さらなる連携をめざして～
　9月7日（月）10：00～12：30（コープみらいプラザ新中野　4階）参加者171名
　前半では、「消費者行政調査活動によせて」について独立行政法人国民生活セン
ター理事長の松本恒雄さんからの基調講演と、「第4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調査アンケート結果
報告と「懇談に向けての行動提起」がなされました。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）
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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、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

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体：2015年4月10日現在）

意見書提出

報告

　　連絡センターの事務局になって3カ月が経ちました。「東京都への予算要望」や
6年目になる「区市町村の消費者行政担当者との懇談」に向けての準備と忙しい毎日

が続いています。関わってみると、それぞれの消費者団体が『私たちのくらしをより良くするために』という強
い思いで活動されていることを感じます。個々の団体が持っている力を発揮し、また連携しながら消費者活動
がさらに前進できるよう努めたいと思います。（K･I）

編 集 後 記

♦連絡センターは、東京都消費者月間　「交流フェスタ」（10/9･10）会場で、
　キャンペーンをPRします。

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

催しのご案内

“ざっくばらんに交流しよう!"～私たち消費者団体が元気になるために!!パートⅡ～
日時：2015年12月7日（月）　13：30～16：00　会場：東京都消費生活総合センター　17階　教室Ⅰ･Ⅱ
開催趣旨：活動や情報の交流･意見交換を通して他団体との連携や消費者団体同士の連携等を進め、活動の活性

化や消費者行政の充実に役立たせていく機会として開催します。
内容：1.地域での連携した取り組みや活動報告

報告団体(予定)：NPO法人豊島子どもwakuwakuネットワーク、生活クラブ生活協同組合、目黒区消費者団体連絡会　他
　　　2.ワークショップ 
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

23区の消費者団体交流会

標語：「困ります!　自転車置きざり　知らんぷり」

第31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!

　
※ホームページを参照ください




