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　東京消費者団体連絡センターは、9月4日に小池東京都知事あてに2019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長吉村幸子さ
んはじめ6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、8月3日、
9月4日、都議会5会派（都民ファーストの会、公明党、自民党、立憲民主党・
民主クラブ、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、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80名が参加しました。（要望事項はP.2、3参照）
　2019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9項目（悪質な
事業者への対応強化、消費者教育の推進、消費生活相談員の任用など））、食の安全･安心確保に
ついて3つのテーマで6項目（消費者の商品選択に資する表示の推進、食品ロス削減の取組み、持
続可能な都市農業の確保）、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4つのテー
マで5項目（首都直下地震や台風等に対する備えの強化、スマートエネルギー都市の実現を目指し
た取組み、東日本大震災の復興支援）を要望しました。特に、世界的に問題になっている海洋汚染
への対策としてプラスティック削減に東京都がリーダーシップをとり、取組んで欲しいことを要望しました。
　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31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みを積極的に推進
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みを引き続き推進す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。
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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、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、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（１7団体　2017年4月1日現在）

学習会「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」
日時：6月20日（水）10：00～12：00　場所：東京都消費生活総合センター
講師：印鑰　智哉さん　　参加者：55名
　わたしたちのくらしに欠かせない、稲、麦、大豆などの種子の安定供給を都道府県が保障して
きた「主要農作物種子法（種子法）」が廃止されました。種子法が廃止されると、私たちの食だけで
なく日本の農業のあり方や生物の多様性、地球の気候にも影響が出ることが心配されます。種子
は開発費がかかるため、民間企業が販売するようになると種子の値段が高くなる可能性があり、種子と農薬や化学肥料をセット
で売られるようになると、土壌の破壊や生態系への影響にもつながります。また、小規模家族農業から大規模企業的経営中心に
なり、農業のあり方や農業のモデルも変わってしまう可能性があります。私たちにできることは、種子についてもっと関心を持つ
こと、そして声を出すことだと話されました。種子の問題は、SDGs（持続可能な開発目標）目標12の“持続可能な生産消費形態を
確保すること"へもつながります。一人ひとりの地球の未来を考えた消費行動が大事だと分かりました。

4　連絡センター通信

　今年の夏は、地震、大雨、台風と災害が続きました。災害に遭われた皆様にはお見舞
い申し上げます。災害が起こるたびに、災害への日ごろの備えの大切さを実感します。

非常持ち出し袋や生活用品などの点検も定期的に行いたいですね。いざという時に備えて、日ごろ食べ慣れた食料品
を多めに買い備蓄しておいて、順次使いまわして、また買い足すというローリングストックをお勧めします。（I.K）

編 集 後 記

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！

催しのご案内

報告（※ホームページをご参照ください）

内容：【活動報告】　　　①ふれあい　粋･活（いきいき）サロンの活動
　　　　　　　　　　　②区と協働の啓発活動
　　　　　　　　　　　③男性の居場所「おもちゃ病院」の活動
　　　【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

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　パートⅡ～

●多摩地域の市民活動交流会
　つながりをひろげよう～つながり方をみんなで考えよう～

日時：2018年11月30（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
　今年の交流会では、地域で生協と社会福祉協議会が協力して取組んでいるサロン活動や、区と消費者団体が一緒に取組
んでいる啓発活動、男性の地域活動のお話を伺いします。昨年に引き続き、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。

●2018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」

日　時：9月5日（水）10：30～13：00　　場　所：東京都生協連会館3階会議室
参加者：35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
　まず、東京都生活文化局消費生活部長吉村幸子さんより、平成29年度消費生活相談概要や
消費生活行政の事業と取組み内容や国･都･区市町村との連携、平成30年3月に改定された「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」について講演いただきました。また、
「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」を2024年までに都内全区市町村に構築するという政策目標の実現に
向けての取組みについてもお話しいただきました。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。

日　時：7月9日（月）10：15～13：00　　場　所：東京都多摩消費生活センター
参加者：39名　　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
　今回は、子ども食堂のネットワーク作り（多摩子ども食堂ネットワーク）、ネットちばの「地域
連携」の取組み（消費者行政充実ネットちば）、再エネで暮らす未来へ　小さな市民立の発電所
の挑戦（NPOこだいらソーラー）について3つの団体からどんなところとつながって活動しているか、周りの人を巻き込む工夫などの
報告を聞き、後半は消費者団体としてつながりのつくり方やひろげ方を考え発表しました。グループ発表では「関係づくりのための
場を設ける」「自ら出て行って行動する」などのアイデアが出されました。終わりに報告者の方から、今までの枠を超えたつながりを
求めてみる、失敗を恐れずにチャレンジしていくことが大事とのアドバイスをいただきました。

「放置ゼロ　キレイな街でおもてなし」
期間：10月22日（月）～10月31日（水）
♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」（10/12･13）会場で、
　キャンペーンをPRします。

第35回



2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。

１.消費者行政の充実・強化に向けて
（1）区市町村消費者行政調査活動に取組みました。

　53区市町村消費者行政調
査活動を東京都生活協同組
合連合会消費者行政連絡会
と共同して取組み、地域の消
費者行政充実・強化や行政と
消費者団体・生協との連携に
つなげました。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162名が参加し
ました。

（2）消費者市民社会の構築に
向けて、消費者教育推進
に取組みました。
　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」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018年度東京都予算への
要望を東京都及び都議会5
会派に申し入れました。10
団体のべ82名が参加して、
東京都と都議会5会派（都民
ファーストの会、公明党、
自由民主党、日本共産党、
民進党）に対して行いまし
た。消費者行政の充実・強
化や、食の安全・安心確保、
都民の安全・安心なくらし
の確保と持続可能な社会づ
くりに向けて要望しました。

（4）消費者行政をめぐる動き
に注視した取組みを進め
ました。
　高齢者を中心とした消費者
被害の事案や救済など情報を共有し参加団体より消費者へ
の啓発を図りました。また、2016年度にスタートした消費
者裁判特例法に関して、消費者被害をこうむった消費者に
代わり訴訟を起こせる特定適格消費者団体の動きなど情報
提供を行い新しい制度の認知度を上げるよう図りました。

（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
を通じて、要望を伝える活動を進めました。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（6）行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の

声を施策に反映させていきました。
　国や都、民間団体等の4委員会等への参画や定期的な
懇談会等を通して、消費者・消費者団体の声を施策等に反
映されるよう尽力しました。
<参画した委員会等>　東京都消費生活対策審議会、東京
都公衆浴場対策協議会、東京都消費生活総合センター運
営協議会、「東京くらしねっと」編集企画会議
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取組み、
学習や、意見提出、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、食の安全・安心の
観点からも情報提供を行い、関連する学習会などの案内を
行いました。

（3）東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動に参
加しました。
　東日本大震災の被災地支
援と復興に向けた活動では
東京都生協連主催の「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」学習会に参加し、
福島の水産業の現状などを
学びました。

（4）行政等の審議会等に参画
し、消費者・消費者団体の声を施策に反映させてい
きました。
　国や都、民間団体等の委員会等に参画、定期的な懇談
会等への参加も通して、消費者・消費者団体の声を施策や
事業活動等に反映されるよう尽力しました。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
東京都エコ農産物認証委員会、とうきょう特産食材使用
店登録審査会、東京都商店街グランプリ審査委員会、東
京都駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会・幹
事会、東京都アレルギー疾患対策検討委員会、医療情報
に関する理解促進委員会、都市農業活性化支援事業推進
協議会、登録建築家資格制度認定評議委員会、AI確認
検査センター株式会社監視委員会
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、雪印メグミルク企業倫理委員会消費
者部会

3.他団体との連携やネットワークづくり
（1）東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参

加し、東京都との協働事業を推進しました。
　東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参加
し、東京都との協働事業に取組みました。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPRを行いました。

（2）消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組む
団体等に参加し、連携活動を進めました。
　消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組む団
体等に参加し、連携した活動を進めました。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

絡会、特定非営利活動法人消費者機構日本、TOKYO消
費者行政充実ねっと、グリーンコンシューマー東京ネット、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜実行委員会参加＞　全国消費者大会、地方消費者グルー
プ・フォーラム（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（3）参加団体との活動の連携を図りました。　　　　
　東京都生協連が東京都と協働した消費者教育推進事業
の情報提供と参加を呼びかけました。また、参加団体が開
催する消費生活展についてチラシを持ち寄り、出展内容や
運営について情報交換を行いました。

（4）都内消費者団体とのネットワークづくりと活動交流を
推進しました。
　地域の消費者団体が集い、活動や情報の交流・意見交
換を通して、行政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
ことを目的に、今年度も23
区消費者団体情報活動交流
会は「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～」をテーマ
に、多摩地域の消費者団体
交流会は「多摩地域の市民活
動交流会～つながりをひろげ
よう～」をテーマに開催しまし
た。消費者団体や生協、弁
護士、大学生、行政担当者
など幅広い参加があり活動交
流を行いました。

　 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の取締り

の更なる強化を求めます。
　2017年度、都内
の消費生活セン
ター等に寄せられ
た高齢者の相談件
数は3万件を超え、
振り込め詐欺等の
特殊詐欺の被害が
急増しています。ま
た、民法の成年年
齢が18歳に引き下げられたことから、未成年者取消権
が適用されなくなり、若者の消費者被害の増加が懸念さ
れます。高齢者、若者の消費者被害の拡大防止に向け、
悪質事業者への対応や若年者への消費者教育施策の強
化をさらにすすめてください。

（2）消費者被害から高齢者を見守る取組みを区市町村
と連携してすすめてください。
　2017年度東京の53区市町村の消費者行政調査活動
（当連絡センターと東京都生活協同組合連合会消費者
行政連絡会と共同実施）では、高齢者の見守りネット
ワーク（消費者安全確保地域協議会）の設置済みは4自
治体、予定があるのは2自治体でした。福祉部門や地
域包括支援センターと連携している自治体もあります
が、消費者行政担当者の負担が少なくない実態も見え
てきました。東京都では、見守りネットワークを2024
年度までに全区市町村で構築することとしています。
そのためには、区市町村の実情に合わせ、人的、財政
的な支援が必要と考えます。

2.学校等における消費者教育を確実に推進してくだ
さい。

　成年年齢が18歳に引き下げられ、契約に関する消費者教育
の重要性がますます高まってきました。高校生はもとより小･
中学校における系統立てた消費者教育を推進してください。
また、消費者教育の担い手の育成として「消費者問題マスター
講座」を開催していますが、消費者に関係する法改正等もある
ことら、講座修了者へのフォローアップ講座が必要です。

3.リコール製品の周知方法を工夫してください。
　リコール製品に起因
する事故を防止するた
めには、リコール製品
の回収が何より有効で
す。近隣の自治体では、
地域と協力してリコー
ル制度の理解を進めな
がら、リコール製品の
回収に効果を上げてい
ます。先進事例を参考
に実効性のある取組みを進めてください。

4.地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法
律の施行に伴う消費生活相談員の任用に配慮して
ください。

　2017年5月、地方公務員法･地方自治法の一部が改正され、
消費生活相談員の多くは新たに会計年度任用職員という名称
で任用され直すことになります。会計年度任用職員はその任
期を一会計年度内としていますが、専門的知識、技術、経験
を有している消費生活相談員を継続して任用することは質の高
い相談業務を維持し、消費者の安全･安心が確保されることに

資すると考えます。この点を十分に配慮していただき法改正
に伴う東京都の条例や規則の改正を行ってください。

5.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をすすめてください。

（2）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、さらに機能発揮し活性化するよう推進してださい。

 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。 あわせて
財政措置が減らされることがないよう対応くだ
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
な取組み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、2019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。

　 食の安全･安心確保について

1.消費者の商品選択に資する表示を推進してください。
（1）加工食品の原料原産地表示の徹底を図ってください。

　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
品表示基準の改正後、国の基準と整合性が取れるよう東京
都の条例が一部改正されました。改正内容を消費者へ周知
を図り事業者に対して丁寧な説明を行ってください。

（2）単位価格表示（ユニットプライス）の充実と消費者へ
周知してください。
　単位価格表示は、東京都消費生活条例第18条でルール
化されています。単位価格表示により、消費者が商品購
入の際に、異なる量目間、ブランド間、あるいは店舗間

の価格比較が容易になるものです。現状では、表示の文
字が小さく、見過ごしてしまいそうになる、表示がない
店舗があるなどの課題があります。単位価格表示の重要
性について消費者、事業者に対して普及･啓発を進め、よ
り充実した単位価格表示にしてください。

（3）「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。

2.食品ロスを削減する取組みをすすめてください。
（1）持続可能な方法で生産し、消費することが食品ロ

スの削減につながります。食品ロスの削減は東京
都のごみ問題の改善にもつながることです。環境
局、産業労働局、福祉保健局、生活文化局など関
連する部署で連携し総合的に取組んでください。

（2）今年度から開始したフードパントリー設置事業は、
現在フードバンク、フードドライブに取組んでいる
NPOや市民団体、区市町村など意見交換や調整を
行い実現可能な取組みとなるよう進めてください。

3.持続可能な都市農業の確保をすすめてください。
　2017年度策定された東京農業振興プランでは、概ね10年
後を見据えた都が目指す農業振興の方向と施策が展開され
ています。しかし、今年度、主要農産物種子法が廃止され
たことにより東京の持続可能な農業への影響が懸念されま
す。新潟県、埼玉県、兵庫県では主要農産物種子の生産に
関する条例の制定が県議会で可決されました。東京都でも
持続可能な都市農業が後退することのないように具体的な
取組みをお願いします。

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をより強
化するとともに、都民の防災意識の向上を図って
ください。

（1）区市町村や町内会、そして、災害支援に取組む
NPO、ボランティア団体や生活協同組合などと連携
し「ハザードマップ」や「東京防災」、「東京くらし防災」
を活用して都民の防災意識の向上を図ってください。
　各地で起きた豪雨による災害では、ハザードマップが住
民に認識されていなかったことが今後の防災対策の課題
の一つになっています。ハザードマップの周知を図ってく
ださい。また、「東京くらし防災」は、東京都が行なった
アンケートで、防災対策として「具体的な方法がわからな

①都民ファーストの会

②東京都議会公明党

③東京都議会自由民主党

⑤日本共産党東京都議会議員団

④都議会立憲民主党・民主クラブ

い」という人が50％以上だったことを受けて作成されまし
た。女性の視点で大変わかりやすい内容となっていますの
で、さらに多くの人に届くようにしてください。

（2）災害時の非常食の備えの方法としてローリングス
トック法を都民に普及してください。
　小・中学校の給食センターなどの公共施設でもローリ
ングストック法に取組んでいる先進事例を参考に取組み
を検討してください。また、都や各自治体の備蓄食品に
ついて、いざという時にだれもが食することができる非常
食であるか検討が必要ではないでしょうか。そして、東京
都の防災用の備蓄食品を有効活用する取組みを継続して
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、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。

　原子力発電については、現状は様々な世論調査を見ても原
発再稼働について反対が賛成を大きく上回っています。原子
力発電に依存しない持続可能な社会を実現させるために、再
生可能エネルギーの積極的導入･拡大と住宅や家電製品など
のさらなる省エネを進めるための省エネ教育の推進や、現在
取組んでいるLED電球のさらなる普及など都民とともに構築
してください。

3.プラスティック削減の対策を進めてください。
　プラスティックによる海洋汚染が世界的に問題になっていま
す。持続可能な海洋資源の維持や野生生物の保護のための
対策が世界各国で始まっています。マイクロプラスチックの
発生源ともなっているプラスティック削減を条例制定も視野
に入れ対策を進めてください。
　また、国に対しても法律の制定を働き掛けてください。

4.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。

　現在は、どこに居住していようと災害に遭う時代です。東
日本大震災から7年半余りになりましたが東日本大震災の被
災者の支援は十分とは言えません。都内に避難している人に
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、他の道
府県の手本とな
るような支援の
制度を考えてく
ださい。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

6月

9月5日

10～11月

2019年2月又は3月

アンケート調査（53区市町村から回答）

東京の消費者行政
学習と懇談に向けて（参加者35名）

“区市町村消費者行政担当者との懇談”

2018年度のまとめの「報告・交流会」

時　期 項　目

東京の消費者行政調査活動に取組んでいます。

　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共同で、東京の消費者行政の充実･活性化に
向けて取組んでいる「東京の消費者行政調査活動」は9年目を迎えました。昨年度から、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
立つ活動に取組んでいきます。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っています。
　懇談では、①アンケート結果、②行政からの報告（今年
度重点課題）、③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月又は3月に2018年度のまとめ
「報告･交流会」で報告していきます。

2018年度

●秋の懇談実施中

スケジュール
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2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。2019年度東京都予算要望に関する要望を提出しました。

１.消費者行政の充実・強化に向けて
（1）区市町村消費者行政調査活動に取組みました。

　53区市町村消費者行政調
査活動を東京都生活協同組
合連合会消費者行政連絡会
と共同して取組み、地域の消
費者行政充実・強化や行政と
消費者団体・生協との連携に
つなげました。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162名が参加し
ました。

（2）消費者市民社会の構築に
向けて、消費者教育推進
に取組みました。
　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」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018年度東京都予算への
要望を東京都及び都議会5
会派に申し入れました。10
団体のべ82名が参加して、
東京都と都議会5会派（都民
ファーストの会、公明党、
自由民主党、日本共産党、
民進党）に対して行いまし
た。消費者行政の充実・強
化や、食の安全・安心確保、
都民の安全・安心なくらし
の確保と持続可能な社会づ
くりに向けて要望しました。

（4）消費者行政をめぐる動き
に注視した取組みを進め
ました。
　高齢者を中心とした消費者
被害の事案や救済など情報を共有し参加団体より消費者へ
の啓発を図りました。また、2016年度にスタートした消費
者裁判特例法に関して、消費者被害をこうむった消費者に
代わり訴訟を起こせる特定適格消費者団体の動きなど情報
提供を行い新しい制度の認知度を上げるよう図りました。

（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
を通じて、要望を伝える活動を進めました。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（6）行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の

声を施策に反映させていきました。
　国や都、民間団体等の4委員会等への参画や定期的な
懇談会等を通して、消費者・消費者団体の声を施策等に反
映されるよう尽力しました。
<参画した委員会等>　東京都消費生活対策審議会、東京
都公衆浴場対策協議会、東京都消費生活総合センター運
営協議会、「東京くらしねっと」編集企画会議
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取組み、
学習や、意見提出、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、食の安全・安心の
観点からも情報提供を行い、関連する学習会などの案内を
行いました。

（3）東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動に参
加しました。
　東日本大震災の被災地支
援と復興に向けた活動では
東京都生協連主催の「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」学習会に参加し、
福島の水産業の現状などを
学びました。

（4）行政等の審議会等に参画
し、消費者・消費者団体の声を施策に反映させてい
きました。
　国や都、民間団体等の委員会等に参画、定期的な懇談
会等への参加も通して、消費者・消費者団体の声を施策や
事業活動等に反映されるよう尽力しました。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
東京都エコ農産物認証委員会、とうきょう特産食材使用
店登録審査会、東京都商店街グランプリ審査委員会、東
京都駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会・幹
事会、東京都アレルギー疾患対策検討委員会、医療情報
に関する理解促進委員会、都市農業活性化支援事業推進
協議会、登録建築家資格制度認定評議委員会、AI確認
検査センター株式会社監視委員会
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、雪印メグミルク企業倫理委員会消費
者部会

3.他団体との連携やネットワークづくり
（1）東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参

加し、東京都との協働事業を推進しました。
　東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参加
し、東京都との協働事業に取組みました。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPRを行いました。

（2）消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組む
団体等に参加し、連携活動を進めました。
　消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組む団
体等に参加し、連携した活動を進めました。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

絡会、特定非営利活動法人消費者機構日本、TOKYO消
費者行政充実ねっと、グリーンコンシューマー東京ネット、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜実行委員会参加＞　全国消費者大会、地方消費者グルー
プ・フォーラム（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（3）参加団体との活動の連携を図りました。　　　　
　東京都生協連が東京都と協働した消費者教育推進事業
の情報提供と参加を呼びかけました。また、参加団体が開
催する消費生活展についてチラシを持ち寄り、出展内容や
運営について情報交換を行いました。

（4）都内消費者団体とのネットワークづくりと活動交流を
推進しました。
　地域の消費者団体が集い、活動や情報の交流・意見交
換を通して、行政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
ことを目的に、今年度も23
区消費者団体情報活動交流
会は「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～」をテーマ
に、多摩地域の消費者団体
交流会は「多摩地域の市民活
動交流会～つながりをひろげ
よう～」をテーマに開催しまし
た。消費者団体や生協、弁
護士、大学生、行政担当者
など幅広い参加があり活動交
流を行いました。

　 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の取締り

の更なる強化を求めます。
　2017年度、都内
の消費生活セン
ター等に寄せられ
た高齢者の相談件
数は3万件を超え、
振り込め詐欺等の
特殊詐欺の被害が
急増しています。ま
た、民法の成年年
齢が18歳に引き下げられたことから、未成年者取消権
が適用されなくなり、若者の消費者被害の増加が懸念さ
れます。高齢者、若者の消費者被害の拡大防止に向け、
悪質事業者への対応や若年者への消費者教育施策の強
化をさらにすすめてください。

（2）消費者被害から高齢者を見守る取組みを区市町村
と連携してすすめてください。
　2017年度東京の53区市町村の消費者行政調査活動
（当連絡センターと東京都生活協同組合連合会消費者
行政連絡会と共同実施）では、高齢者の見守りネット
ワーク（消費者安全確保地域協議会）の設置済みは4自
治体、予定があるのは2自治体でした。福祉部門や地
域包括支援センターと連携している自治体もあります
が、消費者行政担当者の負担が少なくない実態も見え
てきました。東京都では、見守りネットワークを2024
年度までに全区市町村で構築することとしています。
そのためには、区市町村の実情に合わせ、人的、財政
的な支援が必要と考えます。

2.学校等における消費者教育を確実に推進してくだ
さい。

　成年年齢が18歳に引き下げられ、契約に関する消費者教育
の重要性がますます高まってきました。高校生はもとより小･
中学校における系統立てた消費者教育を推進してください。
また、消費者教育の担い手の育成として「消費者問題マスター
講座」を開催していますが、消費者に関係する法改正等もある
ことら、講座修了者へのフォローアップ講座が必要です。

3.リコール製品の周知方法を工夫してください。
　リコール製品に起因
する事故を防止するた
めには、リコール製品
の回収が何より有効で
す。近隣の自治体では、
地域と協力してリコー
ル制度の理解を進めな
がら、リコール製品の
回収に効果を上げてい
ます。先進事例を参考
に実効性のある取組みを進めてください。

4.地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法
律の施行に伴う消費生活相談員の任用に配慮して
ください。

　2017年5月、地方公務員法･地方自治法の一部が改正され、
消費生活相談員の多くは新たに会計年度任用職員という名称
で任用され直すことになります。会計年度任用職員はその任
期を一会計年度内としていますが、専門的知識、技術、経験
を有している消費生活相談員を継続して任用することは質の高
い相談業務を維持し、消費者の安全･安心が確保されることに

資すると考えます。この点を十分に配慮していただき法改正
に伴う東京都の条例や規則の改正を行ってください。

5.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をすすめてください。

（2）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、さらに機能発揮し活性化するよう推進してださい。

 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。 あわせて
財政措置が減らされることがないよう対応くだ
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
な取組み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、2019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。

　 食の安全･安心確保について

1.消費者の商品選択に資する表示を推進してください。
（1）加工食品の原料原産地表示の徹底を図ってください。

　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
品表示基準の改正後、国の基準と整合性が取れるよう東京
都の条例が一部改正されました。改正内容を消費者へ周知
を図り事業者に対して丁寧な説明を行ってください。

（2）単位価格表示（ユニットプライス）の充実と消費者へ
周知してください。
　単位価格表示は、東京都消費生活条例第18条でルール
化されています。単位価格表示により、消費者が商品購
入の際に、異なる量目間、ブランド間、あるいは店舗間

の価格比較が容易になるものです。現状では、表示の文
字が小さく、見過ごしてしまいそうになる、表示がない
店舗があるなどの課題があります。単位価格表示の重要
性について消費者、事業者に対して普及･啓発を進め、よ
り充実した単位価格表示にしてください。

（3）「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。

2.食品ロスを削減する取組みをすすめてください。
（1）持続可能な方法で生産し、消費することが食品ロ

スの削減につながります。食品ロスの削減は東京
都のごみ問題の改善にもつながることです。環境
局、産業労働局、福祉保健局、生活文化局など関
連する部署で連携し総合的に取組んでください。

（2）今年度から開始したフードパントリー設置事業は、
現在フードバンク、フードドライブに取組んでいる
NPOや市民団体、区市町村など意見交換や調整を
行い実現可能な取組みとなるよう進めてください。

3.持続可能な都市農業の確保をすすめてください。
　2017年度策定された東京農業振興プランでは、概ね10年
後を見据えた都が目指す農業振興の方向と施策が展開され
ています。しかし、今年度、主要農産物種子法が廃止され
たことにより東京の持続可能な農業への影響が懸念されま
す。新潟県、埼玉県、兵庫県では主要農産物種子の生産に
関する条例の制定が県議会で可決されました。東京都でも
持続可能な都市農業が後退することのないように具体的な
取組みをお願いします。

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をより強
化するとともに、都民の防災意識の向上を図って
ください。

（1）区市町村や町内会、そして、災害支援に取組む
NPO、ボランティア団体や生活協同組合などと連携
し「ハザードマップ」や「東京防災」、「東京くらし防災」
を活用して都民の防災意識の向上を図ってください。
　各地で起きた豪雨による災害では、ハザードマップが住
民に認識されていなかったことが今後の防災対策の課題
の一つになっています。ハザードマップの周知を図ってく
ださい。また、「東京くらし防災」は、東京都が行なった
アンケートで、防災対策として「具体的な方法がわからな

①都民ファーストの会

②東京都議会公明党

③東京都議会自由民主党

⑤日本共産党東京都議会議員団

④都議会立憲民主党・民主クラブ

い」という人が50％以上だったことを受けて作成されまし
た。女性の視点で大変わかりやすい内容となっていますの
で、さらに多くの人に届くようにしてください。

（2）災害時の非常食の備えの方法としてローリングス
トック法を都民に普及してください。
　小・中学校の給食センターなどの公共施設でもローリ
ングストック法に取組んでいる先進事例を参考に取組み
を検討してください。また、都や各自治体の備蓄食品に
ついて、いざという時にだれもが食することができる非常
食であるか検討が必要ではないでしょうか。そして、東京
都の防災用の備蓄食品を有効活用する取組みを継続して
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、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。

　原子力発電については、現状は様々な世論調査を見ても原
発再稼働について反対が賛成を大きく上回っています。原子
力発電に依存しない持続可能な社会を実現させるために、再
生可能エネルギーの積極的導入･拡大と住宅や家電製品など
のさらなる省エネを進めるための省エネ教育の推進や、現在
取組んでいるLED電球のさらなる普及など都民とともに構築
してください。

3.プラスティック削減の対策を進めてください。
　プラスティックによる海洋汚染が世界的に問題になっていま
す。持続可能な海洋資源の維持や野生生物の保護のための
対策が世界各国で始まっています。マイクロプラスチックの
発生源ともなっているプラスティック削減を条例制定も視野
に入れ対策を進めてください。
　また、国に対しても法律の制定を働き掛けてください。

4.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。

　現在は、どこに居住していようと災害に遭う時代です。東
日本大震災から7年半余りになりましたが東日本大震災の被
災者の支援は十分とは言えません。都内に避難している人に
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、他の道
府県の手本とな
るような支援の
制度を考えてく
ださい。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

6月

9月5日

10～11月

2019年2月又は3月

アンケート調査（53区市町村から回答）

東京の消費者行政
学習と懇談に向けて（参加者35名）

“区市町村消費者行政担当者との懇談”

2018年度のまとめの「報告・交流会」

時　期 項　目

東京の消費者行政調査活動に取組んでいます。

　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共同で、東京の消費者行政の充実･活性化に
向けて取組んでいる「東京の消費者行政調査活動」は9年目を迎えました。昨年度から、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
立つ活動に取組んでいきます。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っています。
　懇談では、①アンケート結果、②行政からの報告（今年
度重点課題）、③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月又は3月に2018年度のまとめ
「報告･交流会」で報告していきます。

2018年度

●秋の懇談実施中

スケジュール
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2019年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました2019年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました

♦2019年度東京都予算への要望書提出 ……………………………………………………………… P.1
♦2019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 ……………………………………………………………………… P.3
♦催しの開催案内と報告　♦駅前放置自転車クリーンキャンペーン……………………………… P.4

　東京消費者団体連絡センターは、9月4日に小池東京都知事あてに2019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長吉村幸子さ
んはじめ6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、8月3日、
9月4日、都議会5会派（都民ファーストの会、公明党、自民党、立憲民主党・
民主クラブ、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、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80名が参加しました。（要望事項はP.2、3参照）
　2019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9項目（悪質な
事業者への対応強化、消費者教育の推進、消費生活相談員の任用など））、食の安全･安心確保に
ついて3つのテーマで6項目（消費者の商品選択に資する表示の推進、食品ロス削減の取組み、持
続可能な都市農業の確保）、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4つのテー
マで5項目（首都直下地震や台風等に対する備えの強化、スマートエネルギー都市の実現を目指し
た取組み、東日本大震災の復興支援）を要望しました。特に、世界的に問題になっている海洋汚染
への対策としてプラスティック削減に東京都がリーダーシップをとり、取組んで欲しいことを要望しました。
　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31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みを積極的に推進
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みを引き続き推進す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。
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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、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、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（１7団体　2017年4月1日現在）

学習会「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」
日時：6月20日（水）10：00～12：00　場所：東京都消費生活総合センター
講師：印鑰　智哉さん　　参加者：55名
　わたしたちのくらしに欠かせない、稲、麦、大豆などの種子の安定供給を都道府県が保障して
きた「主要農作物種子法（種子法）」が廃止されました。種子法が廃止されると、私たちの食だけで
なく日本の農業のあり方や生物の多様性、地球の気候にも影響が出ることが心配されます。種子
は開発費がかかるため、民間企業が販売するようになると種子の値段が高くなる可能性があり、種子と農薬や化学肥料をセット
で売られるようになると、土壌の破壊や生態系への影響にもつながります。また、小規模家族農業から大規模企業的経営中心に
なり、農業のあり方や農業のモデルも変わってしまう可能性があります。私たちにできることは、種子についてもっと関心を持つ
こと、そして声を出すことだと話されました。種子の問題は、SDGs（持続可能な開発目標）目標12の“持続可能な生産消費形態を
確保すること"へもつながります。一人ひとりの地球の未来を考えた消費行動が大事だと分かりました。

4　連絡センター通信

　今年の夏は、地震、大雨、台風と災害が続きました。災害に遭われた皆様にはお見舞
い申し上げます。災害が起こるたびに、災害への日ごろの備えの大切さを実感します。

非常持ち出し袋や生活用品などの点検も定期的に行いたいですね。いざという時に備えて、日ごろ食べ慣れた食料品
を多めに買い備蓄しておいて、順次使いまわして、また買い足すというローリングストックをお勧めします。（I.K）

編 集 後 記

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！

催しのご案内

報告（※ホームページをご参照ください）

内容：【活動報告】　　　①ふれあい　粋･活（いきいき）サロンの活動
　　　　　　　　　　　②区と協働の啓発活動
　　　　　　　　　　　③男性の居場所「おもちゃ病院」の活動
　　　【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

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　パートⅡ～

●多摩地域の市民活動交流会
　つながりをひろげよう～つながり方をみんなで考えよう～

日時：2018年11月30（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
　今年の交流会では、地域で生協と社会福祉協議会が協力して取組んでいるサロン活動や、区と消費者団体が一緒に取組
んでいる啓発活動、男性の地域活動のお話を伺いします。昨年に引き続き、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。

●2018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」

日　時：9月5日（水）10：30～13：00　　場　所：東京都生協連会館3階会議室
参加者：35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
　まず、東京都生活文化局消費生活部長吉村幸子さんより、平成29年度消費生活相談概要や
消費生活行政の事業と取組み内容や国･都･区市町村との連携、平成30年3月に改定された「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」について講演いただきました。また、
「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」を2024年までに都内全区市町村に構築するという政策目標の実現に
向けての取組みについてもお話しいただきました。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。

日　時：7月9日（月）10：15～13：00　　場　所：東京都多摩消費生活センター
参加者：39名　　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
　今回は、子ども食堂のネットワーク作り（多摩子ども食堂ネットワーク）、ネットちばの「地域
連携」の取組み（消費者行政充実ネットちば）、再エネで暮らす未来へ　小さな市民立の発電所
の挑戦（NPOこだいらソーラー）について3つの団体からどんなところとつながって活動しているか、周りの人を巻き込む工夫などの
報告を聞き、後半は消費者団体としてつながりのつくり方やひろげ方を考え発表しました。グループ発表では「関係づくりのための
場を設ける」「自ら出て行って行動する」などのアイデアが出されました。終わりに報告者の方から、今までの枠を超えたつながりを
求めてみる、失敗を恐れずにチャレンジしていくことが大事とのアドバイスをいただきました。

「放置ゼロ　キレイな街でおもてなし」
期間：10月22日（月）～10月31日（水）
♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」（10/12･13）会場で、
　キャンペーンをPRします。

第35回


