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　東京消費者団体連絡センターは、8月2日に小池東京都知事あてに
2020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名の担当のみなさんに要望を伝え、意見交
換しました。また、8月2日、8月22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、
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55名が参加しました。（要望事項はP．2、3参照）
　2020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10項（悪質な事業者への対応強化、見守りネットワー
クの構築、消費者教育の推進、など））、食の安全・安心確保について3つのテーマで5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3項目（東京都のフードパントリー
事業、高齢者の食の確保、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5つのテーマで7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ゲノム編集技術により開発された食品の表示、プラスチッ
ク削減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。

　「消費者契約法を学ぶ」として、消費者契約法について学びました。消費者が使える法律
にはどんなものがある？との問いかけや、改正と施行時期の一覧から、民法や特定商取引法、
割賦販売法についても、どの様な時に使える法律なのかを学びました。
　消費者契約法に関しては、目的、取消権、契約条項の無効など、事例を紹介し条文にふれながら詳しくお話しいただきました。
　消費者契約法は、消費者の利益を守るため２０００年に成立し、時代に合わせ改正されてきていますが、平均的な損害額の立証を消費者
が負っていることや、成年年齢引き下げに伴う消費者被害について等、まだまだ改正の課題はあります。
　専門家の方々はもちろんですが、私たち消費者も関心を持ち、改正に向け声を出してくことが大切です。今回は、連絡センターの参加団
体で消費者契約法について学ぶ機会を設けていただくことを目的に定例会の担当者向けにミニ学習会を企画したものです。学習会を開
催する場合の講師については連絡センターにご相談ください。

＜東京消費者団体連絡センターの参加団体（17 団体：2019 年 4 月 1 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、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

ミニ学習会「消費者契約法について」
● 9月13日（金）13：30～14：30　東京都消費生活総合センター
講　師：釜井　英法さん（弁護士、TOKYO消費者行政充実ねっと代表幹事）　
参加者：9名

台風15号、19号で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
台風15号、19号で亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
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連絡センター事務局となり、３か月が過ぎました。暑さ寒さも彼岸まで…と言いますが、
私の彼岸はいつ来るのかと思うほど、新たな学びや発見の日々を送っています。

そのような中、「東京都への予算要望」では、連絡センターの大切な役割の一つである『声を届けることの大切さ』
を学びました。これからも人と人とをつなぎ、思いを届けるお手伝いができるよう、精進して参りますので、
よろしくお願いいたします。（A.H）

編 集 後 記

報告（※詳しい報告はホームページを参照ください。）
●多摩地域の市民活動交流会

　今回は、八王子市のユギムラ牧場さんから、農業と福祉を基軸とした農園づくりで里山
保全と総合福祉のまちづくりの取組みや農業を目指す若者の就農支援について、立川市の
狭山園さん（お茶屋さん）からは、10年前からマイバッグやマイ容器、通い缶でプラスチッ
クゴミの削減や茶殻を回収・乾燥させて有機肥料にするなどのエコ活動の取組みについて
報告していただきました。後半は、地域の中でどんなつながりが作れるのか話し合いまし
た。グループ発表では「顔の見える関係、地域のコミュニティの場を設ける」「異世代交流の
できる場で知恵の交換」「SNSを活用した情報交換の場」などのアイディアが出されました。

23区消費者団体活動情報交流会　
催しの
ご案内

“ざっくばらんに交流しよう！”～私たち消費者が楽しくイキイキ活動するために～

　　：東京都消費生活総合センター１６階　学習室A

　　：【活動報告】・人と地球にやさしいエシカルとSDGｓ
　　　　　　　　　　　新宿区消費者団体連絡会
　　　　　　　　　・はじめてみよう　ここから　～これまでの取り組み～
　　　　　　　　　　　豊島区消費者団体連絡会
　　　　　　　　　 ・地域や行政と連携して　～ひとりぼっちにしないまちづくりの取り組み～
　　　　　　　　　　　東京都生活協同組合連合会
　　　【ワークショップ】 テーマ：楽しくイキイキ活動するために

　　：「２３区消費者団体交流会」実行委員会　

：２０１９年１１月２８（金）　１３：３０～１６：００　日時

会場

内容

主催 協賛

エシカルをつくる人、売る人、使う人　～地域の中でつながってみよう～
７月９日（月）10：30～13：00（東京都多摩消費生活センター）参加者33名

●２０１９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」

　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３０年度の消費生活相
談は「架空請求」の激増により前年度より２万件増加したことや相談の７９％を受けている
区市町村の消費者センターへの支援、消費生活行政の事業と取組内容や国・都・区市町
村との連携、成人年齢引下げを踏まえ若年者の消費者教育について講演いただきました。
また、東京都消費生活基本計画に基づき環境や福祉とも連携した取組みや高齢者の消費
者被害防止のための見守りネットワークの推進を行うこと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。

　９月１８日（水）10：30～13：00（東京都生協連会館３階会議室）参加者37名

：「放置ゼロ  キレイな街でおもてなし」
期間：10月22日（火）～10月31日（木）
♦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、
　キャンペーンをＰＲします。
　

36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！

（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）

（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

　今年の交流会では、
地域での連携した取組みや、
活動の報告を通して
私たち消費者団体が

元気になるためのヒントを
持ち帰れるように

お互いの活動を交流します。

標語
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2019年度　東京の消費者行政調査活動に取組んでいます。

2　連絡センター通信 連絡センター通信　3

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
の取締りの更なる強化
を求めます。
　東京都生活文化局で
は、昨年4月に「情報管
理班」を新たに設置し、不適正な取引行為を行う事業者の
取締りを強化されています。悪質事業者通報サイトの周知
を図り、都民からの情報提供を活用して次々と手口が巧妙
になる特殊詐欺の取締りをより一層強化してください。

（2）高齢者の消費者被害防止のため見守りネットワークの構
築を実効的にすすめてください。
　まずは、福祉部門との連携を進め設置に前向きな区
市町村への支援を行い、見守りネットワークの構築を進
めてください。2024年度までの年度ごとの設置目標を
立てることが必要と考えます。

2. 成年年齢引き下げによる消費者被害防止に向けた
消費者教育を確実に推進してください。
　2022年4月から成年
年齢が18歳に引き下げ
られます。内閣府が昨
年秋に全国の16歳か
ら22歳の男女3500人
を対象に行った世論調
査では、改正消費者契
約法についての認知度
は低く、消費者被害に
遭うかもしれないという不安を64．3％もの人が感じて
います。今後、都内にある高等学校や専門学校、大学と
連携し、契約に関する基本的な考え方や消費者トラブル
に巻き込まれた際の相談窓口など若者の消費者被害防止
に向けた消費者教育を確実に推進してください。

3. 地方公務員法及び地方自治法の一部改正にともなう
区市町村の関係条例改正により、消費生活相談員
の任用に支障が起きないように指導してください。
　2018年12月の都議会において、関係条例の改正が行
われました。東京都においては、消費生活相談員の任用
に配慮されるようですが、区市町村で会計年度ごとの任
用が行われることになると相談業務の質の低下が懸念さ
れます。専門的知識と経験が必要となる消費生活相談員
の雇用条件等、任用の考え方を区市町村と共有をすすめ
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のため、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
機会の充実を図ってください。

（2）地方消費者行政の意義の理解促進と地域の状況にあっ
た政策が図られるよう地方消費者行政担当職員への研
修をさらに充実させてください。

（3）多摩消費生活センターは多摩地域の消費者・消費者団
体にとって大切な活動の場となっています。また、消費
者教育の拠点としての機能をさらに発揮し活性化するよ
う推進してださい。

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。

（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してください。

（2）高齢化や財政面で課題を抱えている消費者団体が増えて
いますが、消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与
する様々な取組を展開しています。持続可能な消費者活
動を考え、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。

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。
　地方消費者行政強化交付金は自治体にとって使い勝手
が悪く活用が進んでいません。地方消費者行政の充実・
強化には地方消費者行政推進交付金と同程度の財政支援
が必要です。2020年度以降も地方消費者行政予算の財
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。

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。
（1）「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）単位価格表示（ユニット
プライス）を事業者へ指
導するとともに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おり、東京都
は店舗立入調査や消費生活調査員による店舗調査を行って
います。調査で明らかになった問題点は改善を確認するな
ど最後まで徹底した指導を行ってください。

（3）消費者庁は、ゲノム編集技術によって得られた食品につい
て、開発者による届出が義務化されていないため表示す
ることは難しいとしています。東京都では東京都食品安
全条例第5条（事業者の責務）、第12条（食品表示の適正
化の推進）、第18条（事業者による情報公開の促進）で消
費者に分かりやすく表示することを事業者に課していま
す。消費者の選択に資する表示を行えるように届出制度
の義務化を国・厚生労働省に要望してください。

2. 食品ロス削減対策としてフードパントリー事業の推
進やフードドライブの支援を進めてください。
　国では議員立法による「食品ロス削減推進法」が5月に
成立しました。多様な主体が連携し、国民運動として食
品ロスの削減を推進することを宣言しています。東京都
でも食品関連事業者の食品ロス削減の取組みを支援する
とともにフードパントリー事業の推進やフードドライブの
支援を進めてください。

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。中でも、若者の就農を促す取組を進
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）フードパントリーは、生
活困窮者に食料を提供
する有意義な仕組みで
す。生活困窮者の情報
を持っている区市町村だ
からこそできる取組で
す。経済の格差が広が
り、フードバンクから届
く食料で助かっている家
庭が多くあります。民間では把握しきれない生活困窮者へ食
料を届けるためにフードドライブに取組んでいるNPOや市民
団体との連携を進めてください。

（2）平成28年国民健康・栄養調査の結果によると、65歳以上
の高齢者の低栄養傾向の人の割合は17．8％で、およそ
高齢者6人に1人が低栄養状態です。低栄養は健康へ悪影
響を及ぼすとの研究もあり、国は高齢者の食の確保として
地域高齢者の配食サービスに関する事業者へのガイドライ
ンを作っており、自治体の役割にも触れています。東京都
では高齢者が食を楽しみ、低栄養状態に陥らないような
対策を区市町村と連携して早急に検討を進めてください。

（3）子ども食堂は、生活困窮者のみでなく子どもやおとなの居
場所、学習支援の場にもなっています。提供している食事
は、フードバンクや地域の善意による寄付によって賄われ
ているのが実情です。東京都の支援を活用したいと思って
いるグループもありますが補助の申請手続きがよくわから
ない、煩雑すぎて手におえない等の声があります。子ど
も食堂を運営している人たちの要望を調査し、より使いや
すい仕組みを考えてください。

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. 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。
　東京都の環境基本計画で2030年に向けた温室効果ガ
ス排出量の削減や再生可能エネルギーによる電気利用割
合を高める目標などの達成のため東京都は「スマートエネ

　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・活性化に向けて取り
組んでいる「東京の消費者行政調査活動」は10年目を迎えました。2017度から、懇談の充実のために53自治体を半分に分け
て隔年ごとに実施しています。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り組んでいきます。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28日（金）に2019年度のまとめ「報告・交流会」で報告します。

ルギー都 庁行動計画」に取組んでいます。東京都環境基
本計画の目標達成と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、区市町村の各役所、役場での
スマートエネルギー化が進むよう支援を検討してください。

3. プラスチック削減の対策を進めてください。
（1）プラスチックによる海

洋汚染は世界的に取
組んでいくべき課題で
あり、国ではレジ袋
の有料化が法制化さ
れる見込みです。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」中間答申が出されました。
答申に明記された当面取組むべき対策として使い捨てプ
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。また、発生抑制対策として使い捨てプラスチッ
ク製品の削減を制度化するよう国に要望してください。

（2）東京都で進めているエシカル消費の普及において、プラ
スチック製品を使わない、捨てないという消費者教育を
全世代に向けて進めてください。

（3）東京都は、昨年、マイボトルに給水できる常設の給水機と水
飲み場を有楽町の東京国際フォーラムに設置しました。ペッ
トボトルの水を購入する機会を減らし、使い捨てプラスチッ
ク削減にも有効です。今後は、給水機、水飲み場を増やし、
給水機マップを作るなど都民・旅行者に広報してください。

4. 東京都の水道事業の民営化（コンセッション）はする
べきではありません。
　水道事業の経営基盤を強化することを目的に2018年12
月の臨時国会で改正水道法が成立しました。しかしながら、
水道事業の民営化を行っていた海外では、最近、民間から
公営化に戻す動きが出てきています。例えば、パリでは民
営化した25年間で水道料金が2倍以上になり再び公営化に
戻しました。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）はするべきではありません。

5. 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8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。

都民ファーストの会

東京都議会公明党
東京都議会自由民主党

都議会立憲民主党・民主クラブ

日本共産党東京都議会議員団

スケジュール 時期
6月

9月18日
10～11月

2020年2月28日

項目
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37名）
“区市町村消費者行政担当者との懇談”
2019年度のまとめの「報告・交流会」

秋の懇談実施中
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連絡センター通信　1

　東京消費者団体連絡センターは、8月2日に小池東京都知事あてに
2020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名の担当のみなさんに要望を伝え、意見交
換しました。また、8月2日、8月22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、
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55名が参加しました。（要望事項はP．2、3参照）
　2020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10項（悪質な事業者への対応強化、見守りネットワー
クの構築、消費者教育の推進、など））、食の安全・安心確保について3つのテーマで5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3項目（東京都のフードパントリー
事業、高齢者の食の確保、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5つのテーマで7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ゲノム編集技術により開発された食品の表示、プラスチッ
ク削減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。

　「消費者契約法を学ぶ」として、消費者契約法について学びました。消費者が使える法律
にはどんなものがある？との問いかけや、改正と施行時期の一覧から、民法や特定商取引法、
割賦販売法についても、どの様な時に使える法律なのかを学びました。
　消費者契約法に関しては、目的、取消権、契約条項の無効など、事例を紹介し条文にふれながら詳しくお話しいただきました。
　消費者契約法は、消費者の利益を守るため２０００年に成立し、時代に合わせ改正されてきていますが、平均的な損害額の立証を消費者
が負っていることや、成年年齢引き下げに伴う消費者被害について等、まだまだ改正の課題はあります。
　専門家の方々はもちろんですが、私たち消費者も関心を持ち、改正に向け声を出してくことが大切です。今回は、連絡センターの参加団
体で消費者契約法について学ぶ機会を設けていただくことを目的に定例会の担当者向けにミニ学習会を企画したものです。学習会を開
催する場合の講師については連絡センターにご相談ください。

＜東京消費者団体連絡センターの参加団体（17 団体：2019 年 4 月 1 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、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

ミニ学習会「消費者契約法について」
● 9月13日（金）13：30～14：30　東京都消費生活総合センター
講　師：釜井　英法さん（弁護士、TOKYO消費者行政充実ねっと代表幹事）　
参加者：9名

台風15号、19号で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
台風15号、19号で亡くなられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。

4　連絡センター通信

連絡センター事務局となり、３か月が過ぎました。暑さ寒さも彼岸まで…と言いますが、
私の彼岸はいつ来るのかと思うほど、新たな学びや発見の日々を送っています。

そのような中、「東京都への予算要望」では、連絡センターの大切な役割の一つである『声を届けることの大切さ』
を学びました。これからも人と人とをつなぎ、思いを届けるお手伝いができるよう、精進して参りますので、
よろしくお願いいたします。（A.H）

編 集 後 記

報告（※詳しい報告はホームページを参照ください。）
●多摩地域の市民活動交流会

　今回は、八王子市のユギムラ牧場さんから、農業と福祉を基軸とした農園づくりで里山
保全と総合福祉のまちづくりの取組みや農業を目指す若者の就農支援について、立川市の
狭山園さん（お茶屋さん）からは、10年前からマイバッグやマイ容器、通い缶でプラスチッ
クゴミの削減や茶殻を回収・乾燥させて有機肥料にするなどのエコ活動の取組みについて
報告していただきました。後半は、地域の中でどんなつながりが作れるのか話し合いまし
た。グループ発表では「顔の見える関係、地域のコミュニティの場を設ける」「異世代交流の
できる場で知恵の交換」「SNSを活用した情報交換の場」などのアイディアが出されました。

23区消費者団体活動情報交流会　
催しの
ご案内

“ざっくばらんに交流しよう！”～私たち消費者が楽しくイキイキ活動するために～

　　：東京都消費生活総合センター１６階　学習室A

　　：【活動報告】・人と地球にやさしいエシカルとSDGｓ
　　　　　　　　　　　新宿区消費者団体連絡会
　　　　　　　　　・はじめてみよう　ここから　～これまでの取り組み～
　　　　　　　　　　　豊島区消費者団体連絡会
　　　　　　　　　 ・地域や行政と連携して　～ひとりぼっちにしないまちづくりの取り組み～
　　　　　　　　　　　東京都生活協同組合連合会
　　　【ワークショップ】 テーマ：楽しくイキイキ活動するために

　　：「２３区消費者団体交流会」実行委員会　

：２０１９年１１月２８（金）　１３：３０～１６：００　日時

会場

内容

主催 協賛

エシカルをつくる人、売る人、使う人　～地域の中でつながってみよう～
７月９日（月）10：30～13：00（東京都多摩消費生活センター）参加者33名

●２０１９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」

　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３０年度の消費生活相
談は「架空請求」の激増により前年度より２万件増加したことや相談の７９％を受けている
区市町村の消費者センターへの支援、消費生活行政の事業と取組内容や国・都・区市町
村との連携、成人年齢引下げを踏まえ若年者の消費者教育について講演いただきました。
また、東京都消費生活基本計画に基づき環境や福祉とも連携した取組みや高齢者の消費
者被害防止のための見守りネットワークの推進を行うこと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。

　９月１８日（水）10：30～13：00（東京都生協連会館３階会議室）参加者37名

：「放置ゼロ  キレイな街でおもてなし」
期間：10月22日（火）～10月31日（木）
♦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、
　キャンペーンをＰＲします。
　

36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！

（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）

（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

　今年の交流会では、
地域での連携した取組みや、
活動の報告を通して
私たち消費者団体が

元気になるためのヒントを
持ち帰れるように

お互いの活動を交流します。

標語


