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　2017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（条例や2017年度から施行の改正
消費者契約法に基づく悪質な業者の取り締まり強化や高齢者の見守りネットワークづくり、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制度の周知や特定適格消費者
団体への情報提供及び財政支援、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7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の推進、受動喫煙防止対策の推進強
化、安全安心が担保された上での豊洲新市場への移転）、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5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、全ての事業を総点検し都民ファーストにたった財政構造改革を行
い、新しい東京の未来に向けて改革を進めていきたい、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。

　東京消費者団体連絡センターは、8月22日に小池東京都知事あてに2017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、9月2日、都議会5会派（自民党、
公明党、日本共産党、民進党、生活者ネットワーク）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63名が参加しました。（要望事項はP.2、3参照）
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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　2016年4月1日現在）

　今年は台風が日本の近くで発生し次から次へと上陸して、日本のあちこちに甚大な被害をもた
らしました。気象情報や行政の防災情報は昔とは比べ物にならないくらいに提供されていますが、
痛ましい被害は無くなりません。宮崎生まれの私は、幾度となく台風を経験し、台風の怖さ、

人間の小ささを感じて育ちました。テレビを見ていて、何とかなったのでは・・と思う事も多くあります。早め早めの判断と行動
が大事だと思います。（Ｋ・I）

東京都生協連新会館竣工、10月15日に引っ越します          ［新会館　業務開始日］１０月１７日（月）
［所在地］〒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

編 集 後 記

催しのご案内

報　告（※ホームページをご参照ください）

　

　東京都からの「コイン形・ボタン形電池の誤飲の危険性について」周知や
啓発などの要望を受けて、子どもに対する安全対策学習会として開催しま
した。小児科医の山中龍宏先生の「誤飲は発達過程で必ず起こる摂取事故
だが、予防は出来る」などのお話しと、実際にコイン形電池を飲み込んだ
場合にどうなるか、ソーセージとコイン電池を使った実験も行いました。
乳幼児を連れた若いお母さんの参加も多く、どうすれば誤飲を防ぐことができるか具体的に
学ぶ機会となり、有意義な学習会となりました。(主催：東京消費者団体連絡センター)　

「乳幼児の誤飲に注意!～実験と小児科の先生のお話から学びましょう～」

6月29日（水）13：30～16：00　（東京都消費生活総合センター）参加者：76名
　電力・ガス取引監視等委員会新川 達也取引監査課長と消費者庁澤井 恵子消費者調査課長をお招きして、
4月からスタートした電力完全自由化の仕組みや制度の概要、電力会社の賢い選び方などを学びました。
そして、グループごとに6つの電力会社の料金メニューをもとに、それぞれの家庭にあった電力会社を
どう選ぶか？について意見交換をしました。（主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連環境・
エネルギー政策推進連絡会）　

●電力自由化学習会「あなたは電力をどう選ぶ」

7月8日（金）13：30～16：30　（東京都多摩消費生活センター）参加者：52名
　国分寺市の消費者行政担当者から消費者行政や消費者教育の取組について、武蔵野市、調布市、昭島
市の消費者団体からは行政との連携を中心に地域で工夫された活動や事業の取組について報告がありまし
た。立教大学教授／萩原なつ子さんによるワールドカフェではミニ講演とワークショップを行い、地域での
さまざまな課題解決のために「明日から取り組める具体的なアイデア」を考え合いました。参加者からは
「いろいろな異種の方々から話を聞くことができて参考になった」などの感想が出され、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）

●第5回多摩地域の消費者団体交流会「見つかる?!　地域で、つながってできること!」

8月8日（月）13：30～15：30（全水道会館）参加者108名
　 （一社）消費者市民社会をつくる会理事長の阿南久さんより『「消費者行政調査活動の意義」～安心し
て暮らせる“私たちのまちづくり"～』と題して講演いただきました。また、昨年度の調査活動の振り返
りと今年度の進め方などをみんなで共有しました。今年はじめて消費者行政調査活動に参加する人に
とっても、この取組についての理解が深められた会となりました。（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）

●2016年度東京の消費者行政調査活動「キックオフ集会」

9月7日（水）13：30～16：00（東京都消費生活総合センター）参加者91名
　平成28年度予算や消費者行政の重点施策、消費者教育推進アクションプログラムについて、
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。続けて今年7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がありました。その後、参加者は地域別の
グループになり、懇談の進め方の打ち合わせを行いました。（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、東京都消費者月間協賛事業）

標語：「困ります!　自転車置きざり　知らんぷり」
期間：10月22日（土）～10月31日（月）
◆連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」（10/7・8）会場で、キャンペーンをPRします。

●2016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」

23区消費者団体交流会 “ざっくばらんに交流しよう!" ～今 !消費者団体ってなぁに?～
日時：11月25日（金）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
　地域での連携した取り組み等の報告を受け、私たち消費者団体の地域でのこれからの役割を考えあい、他団体
や消費者団体同士の連携を深め、これからの活動に活かす機会として開催します。
内容：【リレー報告】地域での連携した取り組みや活動報告
　　　　　　　　　・豊島区での行政と消費者団体との連携、健康体操と地域での取り組み、
　　　　　　　　　・大学生と他団体との連携した取り組み、葛飾区での消費者団体と行政との連携
　　　【ワークショップ】テーマ：今！消費者団体ってなぁに？ 
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

第33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!

学習会

5月20日（金）10:30 ～12:30（東京都消費生活総合センター）
参加者：72名、乳幼児16名

ソーセージにコイン型電池を挟んで、
5分後の様子

実験
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７月

2016年８月８日

９月７日

１０～１１月

2017年２月又は３月

アンケート調査（53区市町村から回答）

キックオフ集会（参加者108名）

東京の消費者行政  学習と懇談に向けて（参加者91名）

“区市町村消費者行政担当者との懇談” 

2016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り組んでいます2016年度

スケジュール

　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7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、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。
7月のアンケート調査の結果や9月に開催した「東京の
消費者行政　学習」もふまえ、消費者行政担当者との
懇談がスタートします。
　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2016年度のまとめ
「報告・交流会」で報告していきます。

秋の懇談がスタート!

２０１７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 2015 年度消費生活相談件数は前年度に
比べ1.1% 減少してはいますが（127,657 件）、インターネット
取引の全相談に占める割合は 28.1% と過去最高になっていま
す。高齢者の相談件数は前年度に引き続き 3 万 8 千件を超
え（38,872 件）、若者の相談は約 1万 5 千件となっています
（14,941件）。
　高齢者の相談件数は全体の 3 割を超え、平均契約金額も
183 万円と全体と比べて高額です。
　近年の法改正により規制が強化されていますが、多発してい
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
引き続きすすめてください。

（2）高齢者の見守りネットワークづくりについて、各地域で日常的
に高齢者に関わる人々が、被害発見の担い手となり、相談に
つなげられる体制を構築できるよう、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は、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はなく、現行の連携を活
かした取り組みの報告もされております（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「2016 年度区市町村
消費者行政調査活動アンケート」集約結果より）。日常的に高
齢者の生活に関わる人々が担い手となり、消費生活相談につな
げられるよう、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・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。
　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。
　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、2016
年10月より施行）が創設されました。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、
東京都消費生活審議会の答申を受け、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

的支援等、制度が機能するよう取り組み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。
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、消費者相談窓口未設置
の自治体の解消など、相談体制の質の向上は見られますが、
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。
　　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「2016 年度区市町村消費者行政調査活動アンケート」
集約結果より）。〜より一層の連携強化や迅速な情報提供など、
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。2016 年度も地方消費者行政推進交付金が計上されてお
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「2016 年度
区市町村消費者行政調査活動アンケート」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。

 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）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、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。

（3）「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引き続き推進してく
ださい。
　新たな機能性表示制度（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引き続きすすめてください。
（4）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.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。

3.築地市場の移転に伴う豊洲新市場の土壌汚染調査の徹底
を図り、安全・安心が担保された上での移転を求めます。

 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.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
を引き続き推進してください。

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）2016年 4月開始の電力小売完全自由化により、消費者が望
む電気を選択できるよう、国への電源構成等の開示義務化の
検討を働きかけてください。

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。　都議会民進党

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

東京都議会自由民主党

　都議会公明党
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７月

2016年８月８日

９月７日

１０～１１月

2017年２月又は３月

アンケート調査（53区市町村から回答）

キックオフ集会（参加者108名）

東京の消費者行政  学習と懇談に向けて（参加者91名）

“区市町村消費者行政担当者との懇談” 

2016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り組んでいます2016年度

スケジュール

　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7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、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。
7月のアンケート調査の結果や9月に開催した「東京の
消費者行政　学習」もふまえ、消費者行政担当者との
懇談がスタートします。
　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2016年度のまとめ
「報告・交流会」で報告していきます。

秋の懇談がスタート!

２０１７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 2015 年度消費生活相談件数は前年度に
比べ1.1% 減少してはいますが（127,657 件）、インターネット
取引の全相談に占める割合は 28.1% と過去最高になっていま
す。高齢者の相談件数は前年度に引き続き 3 万 8 千件を超
え（38,872 件）、若者の相談は約 1万 5 千件となっています
（14,941件）。
　高齢者の相談件数は全体の 3 割を超え、平均契約金額も
183 万円と全体と比べて高額です。
　近年の法改正により規制が強化されていますが、多発してい
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
引き続きすすめてください。

（2）高齢者の見守りネットワークづくりについて、各地域で日常的
に高齢者に関わる人々が、被害発見の担い手となり、相談に
つなげられる体制を構築できるよう、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は、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はなく、現行の連携を活
かした取り組みの報告もされております（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「2016 年度区市町村
消費者行政調査活動アンケート」集約結果より）。日常的に高
齢者の生活に関わる人々が担い手となり、消費生活相談につな
げられるよう、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・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。
　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。
　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、2016
年10月より施行）が創設されました。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、
東京都消費生活審議会の答申を受け、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

的支援等、制度が機能するよう取り組み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。
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、消費者相談窓口未設置
の自治体の解消など、相談体制の質の向上は見られますが、
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。
　　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「2016 年度区市町村消費者行政調査活動アンケート」
集約結果より）。〜より一層の連携強化や迅速な情報提供など、
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。2016 年度も地方消費者行政推進交付金が計上されてお
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「2016 年度
区市町村消費者行政調査活動アンケート」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。

 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）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、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。

（3）「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引き続き推進してく
ださい。
　新たな機能性表示制度（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引き続きすすめてください。
（4）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.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。

3.築地市場の移転に伴う豊洲新市場の土壌汚染調査の徹底
を図り、安全・安心が担保された上での移転を求めます。

 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.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
を引き続き推進してください。

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）2016年 4月開始の電力小売完全自由化により、消費者が望
む電気を選択できるよう、国への電源構成等の開示義務化の
検討を働きかけてください。

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。　都議会民進党

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

東京都議会自由民主党

　都議会公明党
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　2017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（条例や2017年度から施行の改正
消費者契約法に基づく悪質な業者の取り締まり強化や高齢者の見守りネットワークづくり、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制度の周知や特定適格消費者
団体への情報提供及び財政支援、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7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の推進、受動喫煙防止対策の推進強
化、安全安心が担保された上での豊洲新市場への移転）、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5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、全ての事業を総点検し都民ファーストにたった財政構造改革を行
い、新しい東京の未来に向けて改革を進めていきたい、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。

　東京消費者団体連絡センターは、8月22日に小池東京都知事あてに2017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、9月2日、都議会5会派（自民党、
公明党、日本共産党、民進党、生活者ネットワーク）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63名が参加しました。（要望事項はP.2、3参照）

キャンペーンポスター

４団体からの報告
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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　2016年4月1日現在）

　今年は台風が日本の近くで発生し次から次へと上陸して、日本のあちこちに甚大な被害をもた
らしました。気象情報や行政の防災情報は昔とは比べ物にならないくらいに提供されていますが、
痛ましい被害は無くなりません。宮崎生まれの私は、幾度となく台風を経験し、台風の怖さ、

人間の小ささを感じて育ちました。テレビを見ていて、何とかなったのでは・・と思う事も多くあります。早め早めの判断と行動
が大事だと思います。（Ｋ・I）

東京都生協連新会館竣工、10月15日に引っ越します          ［新会館　業務開始日］１０月１７日（月）
［所在地］〒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

編 集 後 記

催しのご案内

報　告（※ホームページをご参照ください）

　

　東京都からの「コイン形・ボタン形電池の誤飲の危険性について」周知や
啓発などの要望を受けて、子どもに対する安全対策学習会として開催しま
した。小児科医の山中龍宏先生の「誤飲は発達過程で必ず起こる摂取事故
だが、予防は出来る」などのお話しと、実際にコイン形電池を飲み込んだ
場合にどうなるか、ソーセージとコイン電池を使った実験も行いました。
乳幼児を連れた若いお母さんの参加も多く、どうすれば誤飲を防ぐことができるか具体的に
学ぶ機会となり、有意義な学習会となりました。(主催：東京消費者団体連絡センター)　

「乳幼児の誤飲に注意!～実験と小児科の先生のお話から学びましょう～」

6月29日（水）13：30～16：00　（東京都消費生活総合センター）参加者：76名
　電力・ガス取引監視等委員会新川 達也取引監査課長と消費者庁澤井 恵子消費者調査課長をお招きして、
4月からスタートした電力完全自由化の仕組みや制度の概要、電力会社の賢い選び方などを学びました。
そして、グループごとに6つの電力会社の料金メニューをもとに、それぞれの家庭にあった電力会社を
どう選ぶか？について意見交換をしました。（主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連環境・
エネルギー政策推進連絡会）　

●電力自由化学習会「あなたは電力をどう選ぶ」

7月8日（金）13：30～16：30　（東京都多摩消費生活センター）参加者：52名
　国分寺市の消費者行政担当者から消費者行政や消費者教育の取組について、武蔵野市、調布市、昭島
市の消費者団体からは行政との連携を中心に地域で工夫された活動や事業の取組について報告がありまし
た。立教大学教授／萩原なつ子さんによるワールドカフェではミニ講演とワークショップを行い、地域での
さまざまな課題解決のために「明日から取り組める具体的なアイデア」を考え合いました。参加者からは
「いろいろな異種の方々から話を聞くことができて参考になった」などの感想が出され、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）

●第5回多摩地域の消費者団体交流会「見つかる?!　地域で、つながってできること!」

8月8日（月）13：30～15：30（全水道会館）参加者108名
　 （一社）消費者市民社会をつくる会理事長の阿南久さんより『「消費者行政調査活動の意義」～安心し
て暮らせる“私たちのまちづくり"～』と題して講演いただきました。また、昨年度の調査活動の振り返
りと今年度の進め方などをみんなで共有しました。今年はじめて消費者行政調査活動に参加する人に
とっても、この取組についての理解が深められた会となりました。（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）

●2016年度東京の消費者行政調査活動「キックオフ集会」

9月7日（水）13：30～16：00（東京都消費生活総合センター）参加者91名
　平成28年度予算や消費者行政の重点施策、消費者教育推進アクションプログラムについて、
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。続けて今年7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がありました。その後、参加者は地域別の
グループになり、懇談の進め方の打ち合わせを行いました。（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、東京都消費者月間協賛事業）

標語：「困ります!　自転車置きざり　知らんぷり」
期間：10月22日（土）～10月31日（月）
◆連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」（10/7・8）会場で、キャンペーンをPRします。

●2016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」

23区消費者団体交流会 “ざっくばらんに交流しよう!" ～今 !消費者団体ってなぁに?～
日時：11月25日（金）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
　地域での連携した取り組み等の報告を受け、私たち消費者団体の地域でのこれからの役割を考えあい、他団体
や消費者団体同士の連携を深め、これからの活動に活かす機会として開催します。
内容：【リレー報告】地域での連携した取り組みや活動報告
　　　　　　　　　・豊島区での行政と消費者団体との連携、健康体操と地域での取り組み、
　　　　　　　　　・大学生と他団体との連携した取り組み、葛飾区での消費者団体と行政との連携
　　　【ワークショップ】テーマ：今！消費者団体ってなぁに？ 
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

第33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!

学習会

5月20日（金）10:30 ～12:30（東京都消費生活総合センター）
参加者：72名、乳幼児16名

ソーセージにコイン型電池を挟んで、
5分後の様子

実験


