報

告

（※ホームページをご参照ください）

新型コロナウィルス感染防止の観点からオンラインで開催しました。
●多摩地域の市民活動交流会 オンライン交流会

セミナー「プラスチックなくしたい！」〜レジ袋削減の先へ〜
日時：２０２０年９月７日（月）１３：３０〜１５：３０
開催形式：Zoomを使ったオンライン開催
参加者：８１名

多摩地域の消費者団体交流会

東京都消費者月間協賛事業

～ レジ袋削減の先へ ～
プラスチック問題について研究者のお話と生協の取組みを
聞き、プラスチック削減へ消費者としてできることを考える機会とします。

連絡センター通信

生態系を脅かす大量の海洋プラスチックごみや、プラスチックごみ焼却時の有害物質発生、二酸化炭素排出など
の問題は世界的な課題となっています。レジ袋有料化やマイボトル推進、リサイクルポイント付与などが実施されて

2020年10月20日発行

世の中の意識を変えようとしている今、プラスチックゴミ研究の第一人者から現状の問題を聞き、消費者の声を聞き
商品開発をしている生協は、どのようにこの問題をとらえ努力しているのか等・・・現状とこれからを学びます。

セミナー内容
□ ＤＶＤ視聴 「プラスチックごみ 日本のリサイクル幻想」

発行

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

焼却や輸出に依存してきた、循環とかけ離れた日本のリサイクル。リサイクル幻想を超えて、
使い捨てプラスチック削減の道筋を探ります。

□ 講演 「持続可能な社会とプラスチックフリー」 高田秀重氏

□ 取り組み報告 コープデリ連合会 ＣＳＲ推進部 宮川和之氏

日時︓２０２０年９月７日（月）１３︓３０～１５︓３０
開催形式︓Ｚｏｏｍを使ったオンラインセミナー
定員︓１００名（先着順） 参加費︓無料（多摩地域以外の方も参加できます）
申し込み︓注意事項をお読みいただき、参加申込書に必要事項を記入の上
か。
hoshino@coop-toren.or.jp 宛に、メールにてお申し込みください。

受付開始︓８月３日（月） 受付締め切り︓８月３１日（月）

主催︓多摩地域の消費者団体交流会実行委員会

発行責任者

参加団体︓立川市消費者団体連絡会、西東京市消費者団体連絡会、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、東京三弁護士会多摩支部、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

●学習会

「どうする？東京の水」〜水道の民営化で何が起きる？〜
日時：２０２０年２月３日（月）１０：００〜１２：００
会場：東京都生協連会館
講師：尾林 芳匡さん（弁護士） 参加者：４０名

水は生きていくために、なくてはならないものです。2018年12月に水道
法が改正され、民間事業者が水道事業に参入しやすくなりました。東京で
も水道事業が民営化された場合、私達にどのような影響がでるのか、海外
の事例も含め、弁護士の尾林芳匡さんに講演いただきました。
実際にフィリピンのマニラ市では水道料金が4 〜 5倍にはね上がり、フラ
ンスのパリ市では料金高騰に加え、不透明な経営実態が問題となり再公営化されるなど、世界では
「再び公営に戻そう」
が主流になってきているそうです。コンセッション方式での民営化について、どの様な課題があるか消費者としてイメー
ジできるよう、PFI法についても過去の事例を交えながらお話しいただきました。命を守る水について、私達消費者が
これからも関心をもち、学び、議論に参加していく事が大切であると、実感できる講演会でした。

第37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
（木）
〜10月31日
（土）
◆ 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。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会合や学習会の延期や中止が相次ぎ、これ
編 集 後 記
まであまり進まなかった、オンラインでの会合や学習会の開催が始まってきています。
運用の仕方やデジタルに弱い人たちへの対応など課題はありますが、「アナログ」と「デジタル」それぞれの良さを
生かし、多様性を認め合うことで、消費者活動の新たな広がりに繋がるのではないでしょうか。（A・H）
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〒164-0011 東京都中野区中央5-41-18 東京都生協連会館
TEL：03
（6304）
8661
FAX：03
（3383）
7840
E-MAIL：koura@coop-toren.or.jp
H P：http：//www.coop-toren.or.jp/tabid/142/Default.aspx

東京農工大学 農学研究院 環境資源科学科 教授。1998 年からプラスチックと環境
ホルモンの研究を開始し、2005 年以来 International Pellet Watch を主宰。

はじめにDVD「プラスチックごみ 日本のリサイクル幻想」
（アジア太平洋資料センター
制作）を上映し、次に、東京農工大学教授の高田秀重さんにテーマ「持続可能な社会と
プラスチックフリー」をご講演いただきました。プラスチックの問題は大きく2つ、海に
流れるプラスチックごみが海洋生物に与える問題と、プラスチックの性能を維持する為
に使われている化学物質が人体に取り込まれてしまうことによる健康への影響です。不必要なプラスチック製品は作らな
い、飲食容器等にプラスチックを使うことを避けるなど、無駄なプラスチックの使用をやめプラスチックの総量を減らす
ことが必要です、とお話しされました。最後に、４R＋R リフューズ（断る）リデュース（減らす）リユース（繰り返し使う）
リサイクル（再資源化）リニューアブル（再生可能資源活用）を、生協の組合員と一緒に進めているコープデリ連合会の取り
組みをＣＳＲ推進部の宮川和之さんから報告していただきました。プラスチックの問題は、製品を作るところから変えて
いくことが重要ですが、製品の最終使用者である消費者もプラスチック製品の使用を必要最低限にしていく必要があるな
ど気づきが多い学習会でした。
（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）

東京消費者団体連絡センター

第

小浦 道子
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2020年度の活動は新型コロナウィルス感染拡大の状況の中スタートしました。
２０２０年1月から新型コロナウィルス感染が広がり始め、４月７日には国より緊急事態宣言が発出されました。外出自粛の中、
消費者団体の活動も参集しての会議や学習会を開催できませんでしたが、消費者団体の活動のあり方を考える期間にもなりま
した。東京消費者団体連絡センターでも定例会をＷｅｂで開催しています。新型コロナウィルス感染の収束が見通せない中、
新しい活動様式としてＷｅｂによる学習会なども考えていきたいと思います。

2021年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました
９月２日に小池東京都知事あてに２０２１年度東京都予算への要望書を提出し、東京都生活文化
局消費生活部吉村部長はじめ４名の担当の皆さんに要望を伝え、意見交換しました。
また、
９月２日、
３日、都議会５会派
（都民ファーストの会、公明党、自由民主党、立憲民主党、日本共産党）
との
懇談やヒアリングを行いました。新型コロナウィルス感染防止の観点からヒアリングに参加できる人
数の制限があり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１７名で行いました。
（要望抜粋はＰ.２参照）
２０２１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６つのテーマで１１項目
（悪質な事業者へ
の対応強化、定期購入トラブルへの対策、消費者教育の推進、など）
）
、食の安全・安心確保について３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など）
、子供や高齢者、若者など全世代への貧困対策につ
いて２項目
（東京都のフードパントリー事業、子ども食堂支援）
、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
８つのテーマで９項目
（避難所の感染拡大防止対策や避難の在り方、スマートエネルギー都市の実現のため再生可能エネルギーの拡
大、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、都立病院の地方独立行政法人化に移行しても医療の充実に取組んで欲しいことを要望しました。また、東京都の
水道事業の民営化とカジノを含む統合型リゾート
（ＩＲ）誘致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。

２０２０年度体制
●代表委員（6名）
谷茂岡 正子（NPO 法人東京都地域婦人団体連盟） 柿本 章子（主婦連合会）
長谷川 陽子（東京都地域消費者団体連絡会） 岡林 奈緒子（新日本婦人の会東京都本部）
秋山 純（東京都生活協同組合連合会） 五十嵐 ちづ子（多摩のくらしを考えるコンシューマーズ・ネットワーク）
●監事（2名）
室岡 満美（一般財団法人消費科学センター） 茂木 利信（生活協同組合パルシステム東京）
●事務局長 小浦 道子
●事務局 星野 綾子

参加団体（１6団体

2020年10月20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
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２０２１年度東京都予算に関する要望を提出しました
（全文はホームページを参照してください）

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強化をさらに進めてください。
（1）新型コロナウィルスの感染
拡 大の中、消 費 者 の 不 安
や 情 報 不足に便 乗した 悪
質 な 消費 者被害が多く発
生しています。都民に対す
る注 意 喚 起と悪質 事 業 者
の取締りを強化してくださ
い。

業 者、都 民とともに 進
めてください。

消費者教育を確実に推進してください。

民法改正により成年年齢が１８歳に引き下げられるまで２
年を切りました。昨年度、消費者教育推進校として指定した
高等学校での実績をいかし都立及び私立の高等学校で消費
者教育・啓発を確実に推進してください。また、高等学校や
専門学校、大学と連携して「Ｗeｂ版消費者読本」の活用を進
めてください。

3 区市町村の相談体制の
4 センターオブセンターと
日本共産党東京都議会議員団

5 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。

（3）ウィズコロナ社会において新しい生活様式・行動様式が求
められています。消費者団体の活動においても公共の会議
室では少人数での活動しかできず、学習会をオンラインで
開催することを考えはじめています。しかし、東京都消費者
教育協働事業の規約に
「オンライン開催」
の場合の規定がな
いため、講師謝礼補助の対象外となっており財政的に苦し
い消費者団体の活動が制約される結果となっています。新
しい生活・行動様式に合わせ たオンライン形式の学習会
など新しい消費者活動に対する支援が受けられるように早
急に規約を見直してください。
（4）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。

6 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。

Ⅱ. 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。
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。消費者の選択の
権利を保障するためには「ゲノム編集技術応用による商品」で
あるという表示が欠かせません。国は届け出がなされた内
容の一部を公表するとしていますが、その実効性は確かでは
ありません。「ゲノム編集技術応用による食品」であることを

連絡センター通信

東京都議会立憲民主党

生産緑地の２０２２年問題に対処するために、国は都市農
地の貸借の円滑化に関する法律を２０１８年９月に施行して
います。都市農業は、都民に地元産の新鮮な野菜などを供
給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能を
持っています。農業従事者の高齢化が進展する中、この法
律を活用して持続可能な都市農業の確保を進めてください。

Ⅲ. 子供や高齢者、若者など全世代への
貧困対策を進めてください。
（1）コロナウィルス感染症が続く中、貧困問題が深刻になった
家庭にとってフードパントリーは、欠かせない仕組みとなっ
ています。事業の主体である区市町村の状況に応じた支
援として福祉推進の包括補助事業を継続してください。

充実のための支援をお
願いします。

2

るべきではありません。

3 持続可能な都市農業の確保を進めてください。
東京都議会自由民主党

Ⅳ. 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。

2 避難所での感染拡大防止対策や避難の在り方に
ついての施策を強化してください
新型コロナ感 染 症の影 響が
続く中での大 規模 災害 発生時
の対 応として、避 難 所で の 感
染 拡 大 防 止 が 喫 緊 の 課 題と
なっています。避難所での感染
拡大防止対策や避 難のあり方
についての施策を強化してくだ
さ い。ま た、高 齢 者 や 子 供、
障がいのある方などへ配慮した
避難所の在り方を見直してください。

（1）２０１９年１０月、東京都廃棄物審議会において「プラス
チックの持続可能な利用に向けた施策のあり方について
最終答申」が出されました。プラスチック製品のリサイク
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。

6 東京都の水道事業の民営化（コンセッション）はす

2 食品ロス削減 対策を事

2 成年年齢引き下げによる消費者被害防止に向けた

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。

表 示するためには 届 出制度の
義 務 化が必 要です。届出制度
の義務化を国に働きかけるとと
もに、東 京都 の 条 例改 正を検
討することを求めます。

5 プラスチック削減の対策を進めてください。

東京都議会公明党

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。

4 都立病院が地方独立行政法人に移行しても医療
の質は確保してください。

都では、高齢化の急速な進展など医療を取り巻く環境が大
きく変わる中でも、引き続き行政的医療の充実への貢献など、
都立病院が担うべき役割を安定的に果たし続けていくために
令和４年度を目途に都立病院、公社病院を一体的に地方独立
行政法人化へ移行するとしています。すでに独法化を実施し
ている国や地方自治体では、
「経営の効率化を優先するあま
り医療内容の質が低下した」と言われているところがあるよう
です。ついては、都においては、目標に掲げている
「医療の
充実」
を確実に行っていただくよう留意してください。

２０２０年度の要 望に対する
都 の対応として「水道 法 改 正の
趣旨を踏まえ、外部有識者の意
見も聴きながら、様々な観点か
ら、更なる基 盤 強化に 取 組む」
との回答がありました。
今後、都の水道事業のあり方を
都民ファーストの会
検討するにあたっては外部有識者
だけでなく広く都民の意見も聴いてください。すでに水道事業の
民営化を決めた地方自治体では住民の反対運動が起きているそう
です。都民の理解がないまま民営化の検討を進めないでください。
海外での失敗例を踏まえると東京都の水道事業の民営化
（コン
セッション）
はするべきでないと考えますので再要望します。

2020年度
活動課題

7 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。

２０１９年１０月、東京臨海部の開発プランとして公表さ
れた「東 京ベイエリアビジョン」
（仮称）の最終 提 案書では、
青海地区を含むエリアをカジノを含むＩＲ誘致の検討対象と
するとしました。しかし、カジノは賭博です。カジノを誘致
することでギャンブル依存症になる人が増え、その家族も不
幸になります。また、治安が悪化することも考えられます。
ウィズコロナという新しい生活様式が求められる中、密閉・
密室・密接という三密の環境を作るカジノは時代に合わない
ビジネスといえます。
古き伝統と新しい文化の双方が楽しめる魅力的な都市で
ある東京にカジノを含むＩＲを誘致しないでください。

8 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。

東日本大震災から９年半余りになりました。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。避難
者が地域の中で孤立することなく受け入れられるように区市
町村と連携した施策を図ってください。

２０２０年度も半年が過ぎようとしています。コロナ禍で活動の難しさはありますが、
年度初めに確認した活動課題を推進していくために他団体とも連携して取組んでいきます。

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す。
１１年目の活動を東京都生協連消費者行政連絡会と共同して
取組み、地域の消費者行政の充実・強化の働きかけをします。
複数団体での懇談を目指し、参加団体と行政の連携が進め
られるよう取組みます。
（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
ます。
（３）２０２1年度東京都予算への要望活動を行います。
（４）消費者行政をめぐる動きに注視した取組みをすすめます。
（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す。
（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す。

における食品の安全が確保する計画となるよう意見を提出
していきます。
（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
ていきます。
（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す。

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す。
（２）消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取組む団体
等に参加し、連携活動を進めます。
＜参加・連携団体等＞一般社団法人全国消費者団体連
絡会、認定ＮＰＯ法人適格消費者団体・特定適格消費者
団体消費者機構日本、
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、関東食育推進ネットワー
2 くらしの安全・安心を求めて
ク、とうきょう米粉ネットワーク、一般社団法人消費者市
（１）くらしを守る課題に取り組み、学習や情報提供等を行って
民社会をつくる会、カジノいらない！東京連絡会
いきます。
規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいきま （３）参加団体との活動の連携を図ります。
（４）都内消費者団体や市民活動をしている団体、
ＮＰＯとの
す。
ネッ
トワークづくりや活動交流に取組みます。第７回
「２３
（２）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、
区消費者団体活動情報交流会」
、第９回
「多摩地域の消費
学習や、意見提出、情報提供等を行っていきます。
者団体交流会」
を実行委員会主催で開催します。
東京都食品安全推進計画の２０２１年度改正に向け東京都

2020年度

東京の消費者行政調査活動の取組みについて

＜只今、53区市町村でアンケート調査実施中＞
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
ターが共同で取組んでいる「東京の消費者行政調査活動」は11年
目を迎えました。東京の消費者行政の充実・活性化に向けてア
ンケート調査や学習会、区市町村消費者行政担当者との懇談を
行ってきました。
しかし、今年度は新型コロナウィルスの感染防止の観点から、
学習会の開催や訪問と懇談は見合わせ、アンケート調査のみ実
施し集計結果と報告を配布することにしました。活動のまとめ
となる「まとめ報告・学習会」については検討中です。

時

スケジュール
期

項 目

2020年10月 アンケート調査（53区市町村に依頼）
2021年1月中旬 アンケートのまとめ作成、53区市町村に報告
２月頃 まとめ報告・学習会（検討中）
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3

２０２１年度東京都予算に関する要望を提出しました
（全文はホームページを参照してください）

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強化をさらに進めてください。
（1）新型コロナウィルスの感染
拡 大の中、消 費 者 の 不 安
や 情 報 不足に便 乗した 悪
質 な 消費 者被害が多く発
生しています。都民に対す
る注 意 喚 起と悪質 事 業 者
の取締りを強化してくださ
い。

業 者、都 民とともに 進
めてください。

消費者教育を確実に推進してください。

民法改正により成年年齢が１８歳に引き下げられるまで２
年を切りました。昨年度、消費者教育推進校として指定した
高等学校での実績をいかし都立及び私立の高等学校で消費
者教育・啓発を確実に推進してください。また、高等学校や
専門学校、大学と連携して「Ｗeｂ版消費者読本」の活用を進
めてください。

3 区市町村の相談体制の
4 センターオブセンターと
日本共産党東京都議会議員団

5 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。

（3）ウィズコロナ社会において新しい生活様式・行動様式が求
められています。消費者団体の活動においても公共の会議
室では少人数での活動しかできず、学習会をオンラインで
開催することを考えはじめています。しかし、東京都消費者
教育協働事業の規約に
「オンライン開催」
の場合の規定がな
いため、講師謝礼補助の対象外となっており財政的に苦し
い消費者団体の活動が制約される結果となっています。新
しい生活・行動様式に合わせ たオンライン形式の学習会
など新しい消費者活動に対する支援が受けられるように早
急に規約を見直してください。
（4）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。

6 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。

Ⅱ. 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。
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。消費者の選択の
権利を保障するためには「ゲノム編集技術応用による商品」で
あるという表示が欠かせません。国は届け出がなされた内
容の一部を公表するとしていますが、その実効性は確かでは
ありません。「ゲノム編集技術応用による食品」であることを
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東京都議会立憲民主党

生産緑地の２０２２年問題に対処するために、国は都市農
地の貸借の円滑化に関する法律を２０１８年９月に施行して
います。都市農業は、都民に地元産の新鮮な野菜などを供
給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能を
持っています。農業従事者の高齢化が進展する中、この法
律を活用して持続可能な都市農業の確保を進めてください。

Ⅲ. 子供や高齢者、若者など全世代への
貧困対策を進めてください。
（1）コロナウィルス感染症が続く中、貧困問題が深刻になった
家庭にとってフードパントリーは、欠かせない仕組みとなっ
ています。事業の主体である区市町村の状況に応じた支
援として福祉推進の包括補助事業を継続してください。

充実のための支援をお
願いします。

2

るべきではありません。

3 持続可能な都市農業の確保を進めてください。
東京都議会自由民主党

Ⅳ. 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。

2 避難所での感染拡大防止対策や避難の在り方に
ついての施策を強化してください
新型コロナ感 染 症の影 響が
続く中での大 規模 災害 発生時
の対 応として、避 難 所で の 感
染 拡 大 防 止 が 喫 緊 の 課 題と
なっています。避難所での感染
拡大防止対策や避 難のあり方
についての施策を強化してくだ
さ い。ま た、高 齢 者 や 子 供、
障がいのある方などへ配慮した
避難所の在り方を見直してください。

（1）２０１９年１０月、東京都廃棄物審議会において「プラス
チックの持続可能な利用に向けた施策のあり方について
最終答申」が出されました。プラスチック製品のリサイク
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。

6 東京都の水道事業の民営化（コンセッション）はす

2 食品ロス削減 対策を事

2 成年年齢引き下げによる消費者被害防止に向けた

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。

表 示するためには 届 出制度の
義 務 化が必 要です。届出制度
の義務化を国に働きかけるとと
もに、東 京都 の 条 例改 正を検
討することを求めます。

5 プラスチック削減の対策を進めてください。

東京都議会公明党

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。

4 都立病院が地方独立行政法人に移行しても医療
の質は確保してください。

都では、高齢化の急速な進展など医療を取り巻く環境が大
きく変わる中でも、引き続き行政的医療の充実への貢献など、
都立病院が担うべき役割を安定的に果たし続けていくために
令和４年度を目途に都立病院、公社病院を一体的に地方独立
行政法人化へ移行するとしています。すでに独法化を実施し
ている国や地方自治体では、
「経営の効率化を優先するあま
り医療内容の質が低下した」と言われているところがあるよう
です。ついては、都においては、目標に掲げている
「医療の
充実」
を確実に行っていただくよう留意してください。

２０２０年度の要 望に対する
都 の対応として「水道 法 改 正の
趣旨を踏まえ、外部有識者の意
見も聴きながら、様々な観点か
ら、更なる基 盤 強化に 取 組む」
との回答がありました。
今後、都の水道事業のあり方を
都民ファーストの会
検討するにあたっては外部有識者
だけでなく広く都民の意見も聴いてください。すでに水道事業の
民営化を決めた地方自治体では住民の反対運動が起きているそう
です。都民の理解がないまま民営化の検討を進めないでください。
海外での失敗例を踏まえると東京都の水道事業の民営化
（コン
セッション）
はするべきでないと考えますので再要望します。

2020年度
活動課題

7 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。

２０１９年１０月、東京臨海部の開発プランとして公表さ
れた「東 京ベイエリアビジョン」
（仮称）の最終 提 案書では、
青海地区を含むエリアをカジノを含むＩＲ誘致の検討対象と
するとしました。しかし、カジノは賭博です。カジノを誘致
することでギャンブル依存症になる人が増え、その家族も不
幸になります。また、治安が悪化することも考えられます。
ウィズコロナという新しい生活様式が求められる中、密閉・
密室・密接という三密の環境を作るカジノは時代に合わない
ビジネスといえます。
古き伝統と新しい文化の双方が楽しめる魅力的な都市で
ある東京にカジノを含むＩＲを誘致しないでください。

8 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。

東日本大震災から９年半余りになりました。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。避難
者が地域の中で孤立することなく受け入れられるように区市
町村と連携した施策を図ってください。

２０２０年度も半年が過ぎようとしています。コロナ禍で活動の難しさはありますが、
年度初めに確認した活動課題を推進していくために他団体とも連携して取組んでいきます。

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す。
１１年目の活動を東京都生協連消費者行政連絡会と共同して
取組み、地域の消費者行政の充実・強化の働きかけをします。
複数団体での懇談を目指し、参加団体と行政の連携が進め
られるよう取組みます。
（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
ます。
（３）２０２1年度東京都予算への要望活動を行います。
（４）消費者行政をめぐる動きに注視した取組みをすすめます。
（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す。
（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す。

における食品の安全が確保する計画となるよう意見を提出
していきます。
（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
ていきます。
（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す。

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す。
（２）消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取組む団体
等に参加し、連携活動を進めます。
＜参加・連携団体等＞一般社団法人全国消費者団体連
絡会、認定ＮＰＯ法人適格消費者団体・特定適格消費者
団体消費者機構日本、
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、関東食育推進ネットワー
2 くらしの安全・安心を求めて
ク、とうきょう米粉ネットワーク、一般社団法人消費者市
（１）くらしを守る課題に取り組み、学習や情報提供等を行って
民社会をつくる会、カジノいらない！東京連絡会
いきます。
規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいきま （３）参加団体との活動の連携を図ります。
（４）都内消費者団体や市民活動をしている団体、
ＮＰＯとの
す。
ネッ
トワークづくりや活動交流に取組みます。第７回
「２３
（２）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、
区消費者団体活動情報交流会」
、第９回
「多摩地域の消費
学習や、意見提出、情報提供等を行っていきます。
者団体交流会」
を実行委員会主催で開催します。
東京都食品安全推進計画の２０２１年度改正に向け東京都

2020年度

東京の消費者行政調査活動の取組みについて

＜只今、53区市町村でアンケート調査実施中＞
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
ターが共同で取組んでいる「東京の消費者行政調査活動」は11年
目を迎えました。東京の消費者行政の充実・活性化に向けてア
ンケート調査や学習会、区市町村消費者行政担当者との懇談を
行ってきました。
しかし、今年度は新型コロナウィルスの感染防止の観点から、
学習会の開催や訪問と懇談は見合わせ、アンケート調査のみ実
施し集計結果と報告を配布することにしました。活動のまとめ
となる「まとめ報告・学習会」については検討中です。

時

スケジュール
期

項 目

2020年10月 アンケート調査（53区市町村に依頼）
2021年1月中旬 アンケートのまとめ作成、53区市町村に報告
２月頃 まとめ報告・学習会（検討中）

連絡センター通信

3

報

告

（※ホームページをご参照ください）

新型コロナウィルス感染防止の観点からオンラインで開催しました。
●多摩地域の市民活動交流会 オンライン交流会

セミナー「プラスチックなくしたい！」〜レジ袋削減の先へ〜
日時：２０２０年９月７日（月）１３：３０〜１５：３０
開催形式：Zoomを使ったオンライン開催
参加者：８１名

多摩地域の消費者団体交流会

東京都消費者月間協賛事業

～ レジ袋削減の先へ ～
プラスチック問題について研究者のお話と生協の取組みを
聞き、プラスチック削減へ消費者としてできることを考える機会とします。

連絡センター通信

生態系を脅かす大量の海洋プラスチックごみや、プラスチックごみ焼却時の有害物質発生、二酸化炭素排出など
の問題は世界的な課題となっています。レジ袋有料化やマイボトル推進、リサイクルポイント付与などが実施されて

2020年10月20日発行

世の中の意識を変えようとしている今、プラスチックゴミ研究の第一人者から現状の問題を聞き、消費者の声を聞き
商品開発をしている生協は、どのようにこの問題をとらえ努力しているのか等・・・現状とこれからを学びます。

セミナー内容
□ ＤＶＤ視聴 「プラスチックごみ 日本のリサイクル幻想」

発行

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

焼却や輸出に依存してきた、循環とかけ離れた日本のリサイクル。リサイクル幻想を超えて、
使い捨てプラスチック削減の道筋を探ります。

□ 講演 「持続可能な社会とプラスチックフリー」 高田秀重氏

□ 取り組み報告 コープデリ連合会 ＣＳＲ推進部 宮川和之氏

日時︓２０２０年９月７日（月）１３︓３０～１５︓３０
開催形式︓Ｚｏｏｍを使ったオンラインセミナー
定員︓１００名（先着順） 参加費︓無料（多摩地域以外の方も参加できます）
申し込み︓注意事項をお読みいただき、参加申込書に必要事項を記入の上
か。
hoshino@coop-toren.or.jp 宛に、メールにてお申し込みください。

受付開始︓８月３日（月） 受付締め切り︓８月３１日（月）

主催︓多摩地域の消費者団体交流会実行委員会

発行責任者

参加団体︓立川市消費者団体連絡会、西東京市消費者団体連絡会、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、東京三弁護士会多摩支部、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

●学習会

「どうする？東京の水」〜水道の民営化で何が起きる？〜
日時：２０２０年２月３日（月）１０：００〜１２：００
会場：東京都生協連会館
講師：尾林 芳匡さん（弁護士） 参加者：４０名

水は生きていくために、なくてはならないものです。2018年12月に水道
法が改正され、民間事業者が水道事業に参入しやすくなりました。東京で
も水道事業が民営化された場合、私達にどのような影響がでるのか、海外
の事例も含め、弁護士の尾林芳匡さんに講演いただきました。
実際にフィリピンのマニラ市では水道料金が4 〜 5倍にはね上がり、フラ
ンスのパリ市では料金高騰に加え、不透明な経営実態が問題となり再公営化されるなど、世界では
「再び公営に戻そう」
が主流になってきているそうです。コンセッション方式での民営化について、どの様な課題があるか消費者としてイメー
ジできるよう、PFI法についても過去の事例を交えながらお話しいただきました。命を守る水について、私達消費者が
これからも関心をもち、学び、議論に参加していく事が大切であると、実感できる講演会でした。

第37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
（木）
〜10月31日
（土）
◆ 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。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会合や学習会の延期や中止が相次ぎ、これ
編 集 後 記
まであまり進まなかった、オンラインでの会合や学習会の開催が始まってきています。
運用の仕方やデジタルに弱い人たちへの対応など課題はありますが、「アナログ」と「デジタル」それぞれの良さを
生かし、多様性を認め合うことで、消費者活動の新たな広がりに繋がるのではないでしょうか。（A・H）
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169号

〒164-0011 東京都中野区中央5-41-18 東京都生協連会館
TEL：03
（6304）
8661
FAX：03
（3383）
7840
E-MAIL：koura@coop-toren.or.jp
H P：http：//www.coop-toren.or.jp/tabid/142/Default.aspx

東京農工大学 農学研究院 環境資源科学科 教授。1998 年からプラスチックと環境
ホルモンの研究を開始し、2005 年以来 International Pellet Watch を主宰。

はじめにDVD「プラスチックごみ 日本のリサイクル幻想」
（アジア太平洋資料センター
制作）を上映し、次に、東京農工大学教授の高田秀重さんにテーマ「持続可能な社会と
プラスチックフリー」をご講演いただきました。プラスチックの問題は大きく2つ、海に
流れるプラスチックごみが海洋生物に与える問題と、プラスチックの性能を維持する為
に使われている化学物質が人体に取り込まれてしまうことによる健康への影響です。不必要なプラスチック製品は作らな
い、飲食容器等にプラスチックを使うことを避けるなど、無駄なプラスチックの使用をやめプラスチックの総量を減らす
ことが必要です、とお話しされました。最後に、４R＋R リフューズ（断る）リデュース（減らす）リユース（繰り返し使う）
リサイクル（再資源化）リニューアブル（再生可能資源活用）を、生協の組合員と一緒に進めているコープデリ連合会の取り
組みをＣＳＲ推進部の宮川和之さんから報告していただきました。プラスチックの問題は、製品を作るところから変えて
いくことが重要ですが、製品の最終使用者である消費者もプラスチック製品の使用を必要最低限にしていく必要があるな
ど気づきが多い学習会でした。
（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）

東京消費者団体連絡センター
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小浦 道子
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2020年度の活動は新型コロナウィルス感染拡大の状況の中スタートしました。
２０２０年1月から新型コロナウィルス感染が広がり始め、４月７日には国より緊急事態宣言が発出されました。外出自粛の中、
消費者団体の活動も参集しての会議や学習会を開催できませんでしたが、消費者団体の活動のあり方を考える期間にもなりま
した。東京消費者団体連絡センターでも定例会をＷｅｂで開催しています。新型コロナウィルス感染の収束が見通せない中、
新しい活動様式としてＷｅｂによる学習会なども考えていきたいと思います。

2021年度東京都予算への要望書を東京都に提出しました
９月２日に小池東京都知事あてに２０２１年度東京都予算への要望書を提出し、東京都生活文化
局消費生活部吉村部長はじめ４名の担当の皆さんに要望を伝え、意見交換しました。
また、
９月２日、
３日、都議会５会派
（都民ファーストの会、公明党、自由民主党、立憲民主党、日本共産党）
との
懇談やヒアリングを行いました。新型コロナウィルス感染防止の観点からヒアリングに参加できる人
数の制限があり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１７名で行いました。
（要望抜粋はＰ.２参照）
２０２１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６つのテーマで１１項目
（悪質な事業者へ
の対応強化、定期購入トラブルへの対策、消費者教育の推進、など）
）
、食の安全・安心確保について３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など）
、子供や高齢者、若者など全世代への貧困対策につ
いて２項目
（東京都のフードパントリー事業、子ども食堂支援）
、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
８つのテーマで９項目
（避難所の感染拡大防止対策や避難の在り方、スマートエネルギー都市の実現のため再生可能エネルギーの拡
大、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、都立病院の地方独立行政法人化に移行しても医療の充実に取組んで欲しいことを要望しました。また、東京都の
水道事業の民営化とカジノを含む統合型リゾート
（ＩＲ）誘致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。

２０２０年度体制
●代表委員（6名）
谷茂岡 正子（NPO 法人東京都地域婦人団体連盟） 柿本 章子（主婦連合会）
長谷川 陽子（東京都地域消費者団体連絡会） 岡林 奈緒子（新日本婦人の会東京都本部）
秋山 純（東京都生活協同組合連合会） 五十嵐 ちづ子（多摩のくらしを考えるコンシューマーズ・ネットワーク）
●監事（2名）
室岡 満美（一般財団法人消費科学センター） 茂木 利信（生活協同組合パルシステム東京）
●事務局長 小浦 道子
●事務局 星野 綾子

参加団体（１6団体

2020年10月20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
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