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　昨年4月から消費税が5％から8％にアップし、今年4月からは牛乳や油など値上げが相次ぎ、私たちのくらしに多大
なる影響が出ています。税と社会保障の問題、ＴＰＰ、エネルギー問題などくらしを守る課題に取り組み、人々が安心
して生きられる社会づくりを引き続き追及していかなくてはなりません。
　また、4月に施行された食品表示法に伴う新たな食品表示制度展開への対応や「消費者の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続の特定に関する法律」の施行に向けた制度実施準備に関連した活動、６年目となる区市町村消費者
行政調査活動、消費者市民社会の構築をめざしての消費者教育の推進、都内及び地域での連携やネットワークづくりの
推進、東日本大震災被災地支援と復興に向けた活動への参加など、2015年度の活動として展開していきます。
　消費者のいのちとくらしをまもり、消費者の権利の確立を目的に、参加団体をはじめとした幅広い連携を進めながら、
今年度の活動がスタートしました。
　なお、体制も新たになり、新事務局長として連絡センターの充実と発展のため、参加団体の皆さまと力をあわせ、
頑張っていきたいと思っております。前事務局長矢野洋子さんには、ネットワーク組織としての連絡センターの役割を果
たし、様々な課題に意欲的に取り組んで下さったご尽力に大変感謝しております。
　今後とも、皆様方の連絡センターの活動へのご理解とご協力、お力添えをいただければ幸いです。どうぞよろしく
お願いいたします。 (事務局長　橋本　恵美子)

2015年度の活動がスタートしました2015年度の活動がスタートしました

●代表委員（7名）
　谷茂岡　正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟） 河村　真紀子（主婦連合会）
　内藤　　裕子（東京都地域消費者団体連絡会） 由比ヶ浜直子（新日本婦人の会東京都本部）
　竹内　　　誠（東京都生活協同組合連合会） 遠島　久美子（大田区消費者団体連絡協議会）
　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）
　秋元　明子（生活協同組合コープみらい）　　佐藤　道子（清瀬市消費者団体連絡会）　　　　　
●事務局長　橋本　恵美子　●事務局　矢野　洋子（7月10日まで）　
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学習会「はむらの消費者運動に学ぶ～消費生活センター40周年記念の取り組みから～」

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）

  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～

　第4回多摩地域の消費者団体交流会　

日　時：6月2日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター
主　催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業　　　　　　　　　　　
内　容：①DVD上映「はむらの消費者運動のあゆみと消費生活センターの運営」
　　　　②おしゃべりタイム(ワールドカフェ形式)～元気に活動しよう～　

日　時：6月29日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
講　師：東京都生活文化局消費生活部　部長　山本　明さん
内　容：①東京都の消費者行政について
　　　　　　（2015年度予算及び活性化基金について、2015年度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）
　　　　②意見交換　
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

　23区内の消費者団体で交流の場づくりをと呼びかけて、何回かの懇談会を経て初めて開催
した交流会です。当日は消費者行政や消費者団体の役割等のミニ学習、6団体の報告とワーク
ショップを行いました。交流することの意義や大切さを実感でき、様々な情報も得られて、元
気になるために、次につなげる足がかりとなりました。　

　2014年度と、5年目のまとめとして、取り組みの成果と課題、都内消費者団体の交流の場づ
くり、東京都との協働事業の展開」が報告されました。また、リレートークでは江戸川区、西
東京市、コープみらい、パルシステム東京、清瀬市消団連から報告がありました。後半のワー
クショップ（１３グループ）では、３つの課題をテーマに話し合い、キーワードを出し合いました。
この取り組みの継続の必要性や大切さの声も出ており、今後さらに多くの団体や参加者と協力・
連携して取り組みを進めていきます。

201４年度　東京の区市町村消費者行政調査の取り組み「報告・交流会」
～消費者行政の充実と、さらなる連携をめざして！～　
2014年3月9日（月）10：00～12：30（参加者81名）

　2014年12月4日（木）13：30～16：20（参加者32名）

報告
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　第4回多摩地域の消費者団体交流会　　第4回多摩地域の消費者団体交流会　

日　時：6月2日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター
主　催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業　　　　　　　　　　　
内　容：①DVD上映「はむらの消費者運動のあゆみと消費生活センターの運営」
　　　　②おしゃべりタイム(ワールドカフェ形式)～元気に活動しよう～　

日　時：6月29日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
講　師：東京都生活文化局消費生活部　部長　山本　明さん
内　容：①東京都の消費者行政について
　　　　　 （2015年度予算及び活性化基金について、2015年度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）
　　　　②意見交換　
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

（＊詳しい報告はホームページを参照ください）

日　時： 7月9日(木)　13：30～16：00
場　所： 東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　
内　容：○リレー報告  ○ワークショップ
主　催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会

（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、多摩パブリック法律事務所、東京三弁護士会多摩支部、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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）

「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!!～

23区消費者団体活動情報交流会「“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～」

主催：「23区消費者団体交流会」実行委員会（新宿区消費者団体連絡会、大田区消費者団体連絡
協議会、世田谷区消費者団体連絡会、中野区消費者団体連絡会、練馬区消費生活センタ
ー運営連絡会、葛飾区消費者団体連絡会、生活協同組合パルシステム東京、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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）

催しのご案内

　4月の定例会で7年間務めた事務局長を退任しました。連絡センターには2007年夏から関わりましたが、消費者庁･消費者
委員会設置の運動参加や、東京の53区市町村消費者行政調査、多摩地域と23区の消費者団体交流会などの大きな取り組
みのほか、東京の消費者団体として消費者の権利確保の運動や活動を多くの消費者団体･仲間と一緒に作ってきました。連
絡センターの認知度を高めていくと共に、参加団体に役立つ活動づくりに力を入れて走り続けた7年間でもありました。多く
の方々との出会いや共に歩んできた活動の足跡を振り返りながら、様々な場でお世話になりましたことに深く感謝いたしま
す。新事務局長共々、連絡センターを引き続きよろしくお願いいたします。（矢野　洋子）

前 事 務 局 長 か ら の ご 挨 拶

　

「23区消費者団体情報交流会」
ワークショップでのグループ発表

53区市町村消費者行政調査の取り組み
3/9「報告・交流会」
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2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　

 1．消費者行政の充実・強化に向けて
（１） ５年目となった都内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り組み、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。

　　今年度は、行政との協力関係・信頼関係の進展や、参加者の消費者行政
への関心の高まりや活動への反映に着実な成果を上げました。

 また、「2015年消費者問題リレー報告会」で、消費者行政調査の取り組
み等について報告をしました。

（２） 消費者市民社会の構築に向けて、東京都の消費者教育推進アクションプロ
グラムの展開に参加し、消費者教育の推進に協力しました。

 平成 26年度東京都消費者教育アクションプログラムの具体的取り組みで
ある「東京都と東京都生協連都の消費者教育推進事業」の『ブラッシュアッ
プ !消費者市民力ｉｎ三鷹』（笑って・しゃべって・ダマされないぞう！～め
ざそう！消費者被害ゼロのまち三鷹～2015年 2月13日開催）企画に、
実行委員参加しました。

（３） ２０１５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。
国や東京都の施策に対してはパブリックコメント等で意見書を提出しまし
た。また、「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の施行準備に向け
た啓発活動等、景品表示法に課徴金制度を導入する運動、「不当景品類及
び不当表示防止法等の一部を改正
する等の法律案」成立に向けた要
請活動に取り組みました。
①２０１５年度東京都予算への要望
活動（２０１４年９月、１１団体のべ
６４名参加）～東京都と都議会５
会派（自由民主党、公明党、日本
共産党、民主党、生活者ネットワー
ク）に実施。消費者行政の充実・
強化や、食の安全・安心確保、また都民の安全・安心くらしの確保と持続
可能な社会づくりに向けて要望。
②国や東京都の施策に対してはパブリックコメント等で意見書を提出～ア．
東京都消費生活対策審議会で検討されていた「今後の消費生活行政の展開
について（中間まとめ）」へのパブリックコメント募集に伴い、東京都の担
当職員を講師に事前学習会を実施し、内容を深めて意見提出。イ．商品
先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和する省令改正の動きに対し、
反対及び撤回の意見書を提出。
③「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」施行準備に向けた課題への３
つの取り組み（２０１３年１２月に「消費者の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続きの特定に関する法律」として成立・公布、３年以
内の施行に向けた制度の充実や確実な運用などが重要な課題）～ア．特定
非営利活動法人消費者機構日本（適格消費者団体）との連携（東京都に連
携や支援強化を一緒に要望、東京都と消費者機構日本の協働事業「ライフ
イベントを賢くこなす“契約”セミナー」に協賛、「交流フェスタ」でのミニ
セミナ―講師依頼）、イ．東京都消費者月間「交流フェスタ」での制度周知（ブー
ス展示、クイズラリーでの出題、ミニセミナー実施）、ウ．都議会会派へ制
度理解と協力の働きかけ（都議会自民党研究会での報告）。
④景品表示法に課徴金制度を導入する運動（１１月の臨時国会で改正法案が
成立・公布）～全国38賛同団体で、院内集会、議員要請活動等を展開。
制度が不当な表示の抑止に効果を発揮していくことに期待し、公告・表示
の適正化等を求める要望を表明して運動を終了。
⑤「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」成立
に向けた要請活動（６月に改正法案が成立・公布）～メニュー表示の食品
表示等の不正事案の多発や高齢者の消費者被害の深刻化に対応する法案
改正として、一般社団法人全国消費者団体連絡会の下で要請活動を展開。

（４）国や都、民間団体等の７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。

 ２．くらしの安全・安心を求めて
（１） くらしを守る課題に対して、消費税、社会保障、エネルギー問題等につい

ての情報提供等に取り組みました。また、東京都の受動喫煙防止対策へ
の対応、東京都議会での女性蔑視発言問題への抗議、水銀条約の早期発
効に向けてのシンポジウムでの報告、「カジノ解禁推進法案」の廃案を求
める団体署名、「製品安全とリコール」についてのＰＬオンブズ会議アンケー
ト活動への協力等にも取り組みました。さらに、東日本大震災を風化させず、
着実な復興を応援・支援するために、被災地支援に取り組みました。東京
電力とは定期的に報告・意見交換の場を設けました。
○東日本大震災の被災地支援活動～ア．関東農政局東京地域センター主
催「消費者団体との意見交換会」（テーマ：福島県の農産物についての
現況）での被災地支援や風評被害について理解と日常の活動への反映。
イ．岩手県消団連から呼びかけられた「被災者生活再建支援制度の抜
本的拡充を求める署名」活動に協力。ウ．東京卸売市場主催の「福島
支援研修会」（いわき市訪問）で水産業の実状を学び、意見交換。

（２） 食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、パブリックコメン
ト提出のための事前学習会と意見提出、ＨＡＣＣＰ工場見学、情報提供等
に取り組みました。　
①パブリックコメント提出と事前学習会開
催～「東京都食品安全推進計画の改定
について＜答申（案）中間まとめ＞」、お
よび「東京都食品安全推進計画案」に
ついてのパブリックコメント募集に対
し、東京都福祉保健局担当職員を講師
に事前学習会を実施、内容理解を深め
て意見提出。事前学習会での成果（行
政の担当者と直接意見交換できたことで、意見や内容について双方で共有
化が図れた）。
②食品安全セミナーを食品産業センターと共催で実施～日本水産（株）八王
子総合工場の見学や研修を通してHACCPについて認識を深めた。
③雪印メグミルク株式会社企業倫理委員会消費者部会への参加とアンケート
協力（「消費期限・賞味期限に関わる行動についてのアンケート」）。

（３） 国や都、民間団体等の２１委員会等に参画し、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。

 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。
○1０月の「見て、聞いて、話そう！交流
フェスタ」～ブースでのパネル展示（消
費者行政調査アンケート結果、集団的
消費者被害救済制度と適格消費者団体
の活動の紹介、駅前放置自転車クリーン
ミニキャンペーン）とミニセミナー（適格
消費者団体の活動と契約条項の是正に
ついて）を開催し、啓発活動に取り組む。

（２） 消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組んでいる団体との連携
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、適格消費
者団体の消費者機構日本、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、地方消費者行政充実のための懇談会、東京食
育推進ネットワーク、東京都米消費拡大推進連絡会
　＜実行委員会参加＞　全国消費者大会、関東ブロック「地方消費者グ
ループ・フォーラム」
　＜協賛＞東京23区とことん討論会　

（３） 参加団体との連携をすすめました。
①東京都生協連が東京都と協働した消費者教育推進事業に協力～『ブラッシュ
アップ !消費者市民力ｉｎ三鷹』に実行委員会参加。
②東京都生協連と地産地消福島ネットワークが主催した「福島県おいしい農
産物サポーター養成出前講座」に協賛。　
③コープみらいフェスタを後援。

（４） 都内消費者団体とのネットワークづくりと活動情報交流を「２３区消費者
団体活動情報交流会」や「多摩地域の消費者団体交流会」、消費者行政
調査活動等を通して進めました。
①「多摩地域の消費者団体交流会」（実行委員会方式で３回目を7月に開
催）～『新たなネットワークをどうつくる！』のテーマで１１のリレー報告
を行政、消費者団体、弁護士団体から行い、ワークショップでテーマを
深め、活発で満足度の高い交流会となった。
②「２３区消費者団体活動情報交流会」（１２月に実行委員会形式で初の
開催）～昨年から取り組み始めた２３区消費者団体懇談会で実現、『“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！！～』
のテーマで、ミニ学習（地方消費者行政の現状と課題、消費者団体の役
割と課題）と６団体からの活動報告を行い、ワークショップでテーマを
深めた。

2014 年度の活動
月　日 内　容 参加人数

2014/6/27 学習・意見交換会「東京の消費者行政について」（東京都生協連と共催） 66名
7/10 第３回多摩地域の消費者団体交流会「新たなネットワークをどうつくる！」 64名
7/18 ミニ学習会「JAL不当解雇撤回裁判原告団からの報告」 6名
7/30 シンポジウム「水銀条約の早期発効と国内対策の具体化のために」（参加と報告） 104名
8/6 『東京都食品安全推進計画の改定について＜答申（案）の中間まとめ＞』学習会 11名
9/2 食品セミナーと工場見学（日本水産（株）八王子総合工場）（食品産業センターと共催） 20名
9/ １.4.5.9 2015 年度東京都予算への要望活動 のべ 63名
9/8 区市町村の消費者行政担当者との懇談キックオフ集会（東京都生協連と共催） 155名
10/3 第２３次東京都消費生活対策審議会「中間まとめ」学習会 10名
10.11 「セミナー」実施（東京都消費者月間「交流フェスタ」会場・セミナーステージ） 約 40名
10～ 11 区市町村の消費者行政担当者との懇談（東京都生協連と共催） のべ 353名
12/4 「23区消費者団体活動情報交流会」 32名
12/25 『東京都食品安全推進計画案について』パブコメ提出事前学習会 10名
2015/2/19 関東ブロック「地方消費者グループフォーラム 」（実行委員会参加） 307名
1/21 消費者機構日本主催第１回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「失敗しない契約術」 ( 協賛 ) 16 名
1/24 「2015 年消費者問題リレー報告会」（参加と報告） 約 200名
2/7 消費者機構日本主催第２回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「高額契約の注意点」 ( 協賛 ) 34 名
2/13 「ブラッシュアップ！消費者市民力 in 三鷹」（実行委員会参加） 61名
2/ ２６ 消費者機構日本主催第３回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「大事な契約ここに注意」 (協賛 ) 54 名
3/9 東京の区市町村消費者行政調査の取り組み「報告・交流会」（東京都生協連と共催） 90名
3/10 東京都中央卸売市場主催「被災産地支援研修会」参加 65名
3/13・14 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加） 484名

東京電力からの報告と意見交換会（11/14）、事務局対応の報告（3回） 8名
東京都消費者月間（実行委員会参加）
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2014 年度提出した意見書
月　日 意　見　書 提　出　先

2014/5/7.9 商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和する改正
案に反対する意見書　

農林水産省・経済産業省 (パブリックコメント）、内閣府特命担当大臣(消費
者及び食品安全担当）、消費者庁長官、消費者委員会委員長

2014/6/23 都議会での女性蔑視発言に抗議し、都議会での厳正な対処と、
品位と秩序ある議会運営を求める要望

東京都議会　議長
＊都議会各会派に提出報告（意見書送付）

2014/6/30 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）等への意見 金融庁

2014/8/20 『東京都食品安全推進計画の改定について＜答申（案）の中
間まとめ＞』についての意見 東京都福祉保健局 健康安全部食品監視課

2014/9/1 2015 年度東京都予算への要望 東京都知事
2014/10/20 『今後の消費生活行政の展開について』の意見 東京都生活文化局消費生活部
2015/1/12 東京都食品安全推進計画案に対する意見 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

2015/1/22 「東京都における受動喫煙防止対策検討会」( 第３回 )
ヒアリングで意見陳述 東京都福祉保健局保健政策部

2015/2/16 『平成 27年度東京都食品衛生監視指導計画案』についての意見 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

2015/2/27 『商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令』による不招請
勧誘禁止規制の緩和に抗議し、その撤回を求めます

内閣総理大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣、消
費者庁長官、消費者委員会委員長

団体署名
月　日 内　容 提　出　先

2014/10/20 「カジノ解禁推進法案」の廃案を求める団体署名 日本弁護士連合会　人権部人権第二課

２０１４年度のまとめ

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り組みます。
（２） 消費者市民社会の構築に向けて、消費者教育推進に取り組みます。
（３） 2016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。
    ・新たな食品表示制度展開への対応、集団的消費者被害救済制度実

施準備に関連した活動など
（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。
2. くらしの安全 ･安心を求めて
（１） くらしを守る課題に取り組み、学習や、意見提出、情報提供等を行っ

ていきます。
　・税と社会保障の問題、ＴＰＰ、エネルギー問題、電力・ガスの自由

化に伴う課題、東京都の受動喫煙防止対策に伴う課題などへの取組

（２） 食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、学習や、
意見提出、情報提供等を行っていきます。

（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り組む団体等に参加し、

連携活動を進めます。
（3） 参加団体との活動の連携を図ります。　
（4） 都内消費者団体とのネットワークづくりと活動交流を推進します。
　・第2回「２3区消費者団体情報活動交流会」、第４回「多摩地域の消

費者団体交流会」の開催など。

2015 年度活動課題

2015 年度区市町村消費者行政調査活動について

53 区市町村消費者行政担当者との懇談
（稲城市）

9/5 ｢キックオフ集会｣

10/10･11 東京都消費者月間「交流
フェスタ」連絡センターブース

日本水産（株）八王子総合工場見学

2014年度活動のまとめと2015年度活動課題　

　2014 年度の成果と課題を受け、引き続き東京消費者団体連絡センター
と東京都生協連消費者行政連絡会が共同して取組みます。
　今年度は、消費者行政課題の要望化や地域での連携の進展や広がり、
取り組みへの関わり方や活用などの課題に取り組みながら、地域の消費
者行政の充実・強化の働きかけを、右記のスケジュールで展開していきます。

時期 内　容
2015年　6月29日　 学習意見交換会「東京の消費者行政について」
　　　　  7月 アンケート調査
　　　　  9月7日 キックオフ集会
　　　　  10～11月 “区市町村との懇談” 
2016年　3月 まとめの「報告・交流会」

９/９東京都への予算要望
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2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　

 1．消費者行政の充実・強化に向けて
（１） ５年目となった都内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り組み、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。

　　今年度は、行政との協力関係・信頼関係の進展や、参加者の消費者行政
への関心の高まりや活動への反映に着実な成果を上げました。

 また、「2015年消費者問題リレー報告会」で、消費者行政調査の取り組
み等について報告をしました。

（２） 消費者市民社会の構築に向けて、東京都の消費者教育推進アクションプロ
グラムの展開に参加し、消費者教育の推進に協力しました。

 平成 26年度東京都消費者教育アクションプログラムの具体的取り組みで
ある「東京都と東京都生協連都の消費者教育推進事業」の『ブラッシュアッ
プ !消費者市民力ｉｎ三鷹』（笑って・しゃべって・ダマされないぞう！～め
ざそう！消費者被害ゼロのまち三鷹～2015年 2月13日開催）企画に、
実行委員参加しました。

（３） ２０１５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。
国や東京都の施策に対してはパブリックコメント等で意見書を提出しまし
た。また、「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の施行準備に向け
た啓発活動等、景品表示法に課徴金制度を導入する運動、「不当景品類及
び不当表示防止法等の一部を改正
する等の法律案」成立に向けた要
請活動に取り組みました。
①２０１５年度東京都予算への要望
活動（２０１４年９月、１１団体のべ
６４名参加）～東京都と都議会５
会派（自由民主党、公明党、日本
共産党、民主党、生活者ネットワー
ク）に実施。消費者行政の充実・
強化や、食の安全・安心確保、また都民の安全・安心くらしの確保と持続
可能な社会づくりに向けて要望。
②国や東京都の施策に対してはパブリックコメント等で意見書を提出～ア．
東京都消費生活対策審議会で検討されていた「今後の消費生活行政の展開
について（中間まとめ）」へのパブリックコメント募集に伴い、東京都の担
当職員を講師に事前学習会を実施し、内容を深めて意見提出。イ．商品
先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和する省令改正の動きに対し、
反対及び撤回の意見書を提出。
③「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」施行準備に向けた課題への３
つの取り組み（２０１３年１２月に「消費者の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続きの特定に関する法律」として成立・公布、３年以
内の施行に向けた制度の充実や確実な運用などが重要な課題）～ア．特定
非営利活動法人消費者機構日本（適格消費者団体）との連携（東京都に連
携や支援強化を一緒に要望、東京都と消費者機構日本の協働事業「ライフ
イベントを賢くこなす“契約”セミナー」に協賛、「交流フェスタ」でのミニ
セミナ―講師依頼）、イ．東京都消費者月間「交流フェスタ」での制度周知（ブー
ス展示、クイズラリーでの出題、ミニセミナー実施）、ウ．都議会会派へ制
度理解と協力の働きかけ（都議会自民党研究会での報告）。
④景品表示法に課徴金制度を導入する運動（１１月の臨時国会で改正法案が
成立・公布）～全国38賛同団体で、院内集会、議員要請活動等を展開。
制度が不当な表示の抑止に効果を発揮していくことに期待し、公告・表示
の適正化等を求める要望を表明して運動を終了。
⑤「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」成立
に向けた要請活動（６月に改正法案が成立・公布）～メニュー表示の食品
表示等の不正事案の多発や高齢者の消費者被害の深刻化に対応する法案
改正として、一般社団法人全国消費者団体連絡会の下で要請活動を展開。

（４）国や都、民間団体等の７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。

 ２．くらしの安全・安心を求めて
（１） くらしを守る課題に対して、消費税、社会保障、エネルギー問題等につい

ての情報提供等に取り組みました。また、東京都の受動喫煙防止対策へ
の対応、東京都議会での女性蔑視発言問題への抗議、水銀条約の早期発
効に向けてのシンポジウムでの報告、「カジノ解禁推進法案」の廃案を求
める団体署名、「製品安全とリコール」についてのＰＬオンブズ会議アンケー
ト活動への協力等にも取り組みました。さらに、東日本大震災を風化させず、
着実な復興を応援・支援するために、被災地支援に取り組みました。東京
電力とは定期的に報告・意見交換の場を設けました。
○東日本大震災の被災地支援活動～ア．関東農政局東京地域センター主
催「消費者団体との意見交換会」（テーマ：福島県の農産物についての
現況）での被災地支援や風評被害について理解と日常の活動への反映。
イ．岩手県消団連から呼びかけられた「被災者生活再建支援制度の抜
本的拡充を求める署名」活動に協力。ウ．東京卸売市場主催の「福島
支援研修会」（いわき市訪問）で水産業の実状を学び、意見交換。

（２） 食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、パブリックコメン
ト提出のための事前学習会と意見提出、ＨＡＣＣＰ工場見学、情報提供等
に取り組みました。　
①パブリックコメント提出と事前学習会開
催～「東京都食品安全推進計画の改定
について＜答申（案）中間まとめ＞」、お
よび「東京都食品安全推進計画案」に
ついてのパブリックコメント募集に対
し、東京都福祉保健局担当職員を講師
に事前学習会を実施、内容理解を深め
て意見提出。事前学習会での成果（行
政の担当者と直接意見交換できたことで、意見や内容について双方で共有
化が図れた）。
②食品安全セミナーを食品産業センターと共催で実施～日本水産（株）八王
子総合工場の見学や研修を通してHACCPについて認識を深めた。
③雪印メグミルク株式会社企業倫理委員会消費者部会への参加とアンケート
協力（「消費期限・賞味期限に関わる行動についてのアンケート」）。

（３） 国や都、民間団体等の２１委員会等に参画し、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。

 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。
○1０月の「見て、聞いて、話そう！交流
フェスタ」～ブースでのパネル展示（消
費者行政調査アンケート結果、集団的
消費者被害救済制度と適格消費者団体
の活動の紹介、駅前放置自転車クリーン
ミニキャンペーン）とミニセミナー（適格
消費者団体の活動と契約条項の是正に
ついて）を開催し、啓発活動に取り組む。

（２） 消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取り組んでいる団体との連携
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、適格消費
者団体の消費者機構日本、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、地方消費者行政充実のための懇談会、東京食
育推進ネットワーク、東京都米消費拡大推進連絡会
　＜実行委員会参加＞　全国消費者大会、関東ブロック「地方消費者グ
ループ・フォーラム」
　＜協賛＞東京23区とことん討論会　

（３） 参加団体との連携をすすめました。
①東京都生協連が東京都と協働した消費者教育推進事業に協力～『ブラッシュ
アップ !消費者市民力ｉｎ三鷹』に実行委員会参加。
②東京都生協連と地産地消福島ネットワークが主催した「福島県おいしい農
産物サポーター養成出前講座」に協賛。　
③コープみらいフェスタを後援。

（４） 都内消費者団体とのネットワークづくりと活動情報交流を「２３区消費者
団体活動情報交流会」や「多摩地域の消費者団体交流会」、消費者行政
調査活動等を通して進めました。
①「多摩地域の消費者団体交流会」（実行委員会方式で３回目を7月に開
催）～『新たなネットワークをどうつくる！』のテーマで１１のリレー報告
を行政、消費者団体、弁護士団体から行い、ワークショップでテーマを
深め、活発で満足度の高い交流会となった。
②「２３区消費者団体活動情報交流会」（１２月に実行委員会形式で初の
開催）～昨年から取り組み始めた２３区消費者団体懇談会で実現、『“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！！～』
のテーマで、ミニ学習（地方消費者行政の現状と課題、消費者団体の役
割と課題）と６団体からの活動報告を行い、ワークショップでテーマを
深めた。

2014 年度の活動
月　日 内　容 参加人数

2014/6/27 学習・意見交換会「東京の消費者行政について」（東京都生協連と共催） 66名
7/10 第３回多摩地域の消費者団体交流会「新たなネットワークをどうつくる！」 64名
7/18 ミニ学習会「JAL不当解雇撤回裁判原告団からの報告」 6名
7/30 シンポジウム「水銀条約の早期発効と国内対策の具体化のために」（参加と報告） 104名
8/6 『東京都食品安全推進計画の改定について＜答申（案）の中間まとめ＞』学習会 11名
9/2 食品セミナーと工場見学（日本水産（株）八王子総合工場）（食品産業センターと共催） 20名
9/ １.4.5.9 2015 年度東京都予算への要望活動 のべ 63名
9/8 区市町村の消費者行政担当者との懇談キックオフ集会（東京都生協連と共催） 155名
10/3 第２３次東京都消費生活対策審議会「中間まとめ」学習会 10名
10.11 「セミナー」実施（東京都消費者月間「交流フェスタ」会場・セミナーステージ） 約 40名
10～ 11 区市町村の消費者行政担当者との懇談（東京都生協連と共催） のべ 353名
12/4 「23区消費者団体活動情報交流会」 32名
12/25 『東京都食品安全推進計画案について』パブコメ提出事前学習会 10名
2015/2/19 関東ブロック「地方消費者グループフォーラム 」（実行委員会参加） 307名
1/21 消費者機構日本主催第１回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「失敗しない契約術」 ( 協賛 ) 16 名
1/24 「2015 年消費者問題リレー報告会」（参加と報告） 約 200名
2/7 消費者機構日本主催第２回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「高額契約の注意点」 ( 協賛 ) 34 名
2/13 「ブラッシュアップ！消費者市民力 in 三鷹」（実行委員会参加） 61名
2/ ２６ 消費者機構日本主催第３回ライフイベントを賢くこなす“契約”セミナー「大事な契約ここに注意」 (協賛 ) 54 名
3/9 東京の区市町村消費者行政調査の取り組み「報告・交流会」（東京都生協連と共催） 90名
3/10 東京都中央卸売市場主催「被災産地支援研修会」参加 65名
3/13・14 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加） 484名

東京電力からの報告と意見交換会（11/14）、事務局対応の報告（3回） 8名
東京都消費者月間（実行委員会参加）
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2014 年度提出した意見書
月　日 意　見　書 提　出　先

2014/5/7.9 商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和する改正
案に反対する意見書　

農林水産省・経済産業省 (パブリックコメント）、内閣府特命担当大臣(消費
者及び食品安全担当）、消費者庁長官、消費者委員会委員長

2014/6/23 都議会での女性蔑視発言に抗議し、都議会での厳正な対処と、
品位と秩序ある議会運営を求める要望

東京都議会　議長
＊都議会各会派に提出報告（意見書送付）

2014/6/30 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）等への意見 金融庁

2014/8/20 『東京都食品安全推進計画の改定について＜答申（案）の中
間まとめ＞』についての意見 東京都福祉保健局 健康安全部食品監視課

2014/9/1 2015 年度東京都予算への要望 東京都知事
2014/10/20 『今後の消費生活行政の展開について』の意見 東京都生活文化局消費生活部
2015/1/12 東京都食品安全推進計画案に対する意見 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

2015/1/22 「東京都における受動喫煙防止対策検討会」( 第３回 )
ヒアリングで意見陳述 東京都福祉保健局保健政策部

2015/2/16 『平成 27年度東京都食品衛生監視指導計画案』についての意見 東京都福祉保健局健康安全部食品監視課

2015/2/27 『商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令』による不招請
勧誘禁止規制の緩和に抗議し、その撤回を求めます

内閣総理大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣、消
費者庁長官、消費者委員会委員長

団体署名
月　日 内　容 提　出　先

2014/10/20 「カジノ解禁推進法案」の廃案を求める団体署名 日本弁護士連合会　人権部人権第二課

２０１４年度のまとめ

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り組みます。
（２） 消費者市民社会の構築に向けて、消費者教育推進に取り組みます。
（３） 2016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。
    ・新たな食品表示制度展開への対応、集団的消費者被害救済制度実

施準備に関連した活動など
（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。
2. くらしの安全 ･安心を求めて
（１） くらしを守る課題に取り組み、学習や、意見提出、情報提供等を行っ

ていきます。
　・税と社会保障の問題、ＴＰＰ、エネルギー問題、電力・ガスの自由

化に伴う課題、東京都の受動喫煙防止対策に伴う課題などへの取組

（２） 食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、学習や、
意見提出、情報提供等を行っていきます。

（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り組む団体等に参加し、

連携活動を進めます。
（3） 参加団体との活動の連携を図ります。　
（4） 都内消費者団体とのネットワークづくりと活動交流を推進します。
　・第2回「２3区消費者団体情報活動交流会」、第４回「多摩地域の消

費者団体交流会」の開催など。

2015 年度活動課題

2015 年度区市町村消費者行政調査活動について

53 区市町村消費者行政担当者との懇談
（稲城市）

9/5 ｢キックオフ集会｣

10/10･11 東京都消費者月間「交流
フェスタ」連絡センターブース

日本水産（株）八王子総合工場見学

2014年度活動のまとめと2015年度活動課題　

　2014 年度の成果と課題を受け、引き続き東京消費者団体連絡センター
と東京都生協連消費者行政連絡会が共同して取組みます。
　今年度は、消費者行政課題の要望化や地域での連携の進展や広がり、
取り組みへの関わり方や活用などの課題に取り組みながら、地域の消費
者行政の充実・強化の働きかけを、右記のスケジュールで展開していきます。

時期 内　容
2015年　6月29日　 学習意見交換会「東京の消費者行政について」
　　　　  7月 アンケート調査
　　　　  9月7日 キックオフ集会
　　　　  10～11月 “区市町村との懇談” 
2016年　3月 まとめの「報告・交流会」

９/９東京都への予算要望



●目 次

　昨年4月から消費税が5％から8％にアップし、今年4月からは牛乳や油など値上げが相次ぎ、私たちのくらしに多大
なる影響が出ています。税と社会保障の問題、ＴＰＰ、エネルギー問題などくらしを守る課題に取り組み、人々が安心
して生きられる社会づくりを引き続き追及していかなくてはなりません。
　また、4月に施行された食品表示法に伴う新たな食品表示制度展開への対応や「消費者の財産的被害の集団的な回復の
ための民事の裁判手続の特定に関する法律」の施行に向けた制度実施準備に関連した活動、６年目となる区市町村消費者
行政調査活動、消費者市民社会の構築をめざしての消費者教育の推進、都内及び地域での連携やネットワークづくりの
推進、東日本大震災被災地支援と復興に向けた活動への参加など、2015年度の活動として展開していきます。
　消費者のいのちとくらしをまもり、消費者の権利の確立を目的に、参加団体をはじめとした幅広い連携を進めながら、
今年度の活動がスタートしました。
　なお、体制も新たになり、新事務局長として連絡センターの充実と発展のため、参加団体の皆さまと力をあわせ、
頑張っていきたいと思っております。前事務局長矢野洋子さんには、ネットワーク組織としての連絡センターの役割を果
たし、様々な課題に意欲的に取り組んで下さったご尽力に大変感謝しております。
　今後とも、皆様方の連絡センターの活動へのご理解とご協力、お力添えをいただければ幸いです。どうぞよろしく
お願いいたします。 (事務局長　橋本　恵美子)

2015年度の活動がスタートしました2015年度の活動がスタートしました

●代表委員（7名）
　谷茂岡　正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟） 河村　真紀子（主婦連合会）
　内藤　　裕子（東京都地域消費者団体連絡会） 由比ヶ浜直子（新日本婦人の会東京都本部）
　竹内　　　誠（東京都生活協同組合連合会） 遠島　久美子（大田区消費者団体連絡協議会）
　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）
　秋元　明子（生活協同組合コープみらい）　　佐藤　道子（清瀬市消費者団体連絡会）　　　　　
●事務局長　橋本　恵美子　●事務局　矢野　洋子（7月10日まで）　

♦2015年度の活動スタート ……………………………………………………………………………… P.1
♦2014年度活動のまとめと2015年度活動課題、2015年度消費者行政調査……………………P.2, P.3
♦学習会等の案内と報告…………………………………………………………………………………… P.4
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学習会「はむらの消費者運動に学ぶ～消費生活センター40周年記念の取り組みから～」

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）

  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～

　第4回多摩地域の消費者団体交流会　

日　時：6月2日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター
主　催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業　　　　　　　　　　　
内　容：①DVD上映「はむらの消費者運動のあゆみと消費生活センターの運営」
　　　　②おしゃべりタイム(ワールドカフェ形式)～元気に活動しよう～　

日　時：6月29日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
講　師：東京都生活文化局消費生活部　部長　山本　明さん
内　容：①東京都の消費者行政について
　　　　　　（2015年度予算及び活性化基金について、2015年度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）
　　　　②意見交換　
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

　23区内の消費者団体で交流の場づくりをと呼びかけて、何回かの懇談会を経て初めて開催
した交流会です。当日は消費者行政や消費者団体の役割等のミニ学習、6団体の報告とワーク
ショップを行いました。交流することの意義や大切さを実感でき、様々な情報も得られて、元
気になるために、次につなげる足がかりとなりました。　

　2014年度と、5年目のまとめとして、取り組みの成果と課題、都内消費者団体の交流の場づ
くり、東京都との協働事業の展開」が報告されました。また、リレートークでは江戸川区、西
東京市、コープみらい、パルシステム東京、清瀬市消団連から報告がありました。後半のワー
クショップ（１３グループ）では、３つの課題をテーマに話し合い、キーワードを出し合いました。
この取り組みの継続の必要性や大切さの声も出ており、今後さらに多くの団体や参加者と協力・
連携して取り組みを進めていきます。

201４年度　東京の区市町村消費者行政調査の取り組み「報告・交流会」
～消費者行政の充実と、さらなる連携をめざして！～　
2014年3月9日（月）10：00～12：30（参加者81名）

　2014年12月4日（木）13：30～16：20（参加者32名）

報告

学習会「はむらの消費者運動に学ぶ～消費生活センター40周年記念の取り組みから～「はむらの消費者運動に学ぶ～消費生活センター40周年記念の取り組みから～「はむらの消費者運動に学ぶ 」

  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～

　第4回多摩地域の消費者団体交流会　　第4回多摩地域の消費者団体交流会　

日　時：6月2日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター
主　催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業　　　　　　　　　　　
内　容：①DVD上映「はむらの消費者運動のあゆみと消費生活センターの運営」
　　　　②おしゃべりタイム(ワールドカフェ形式)～元気に活動しよう～　

日　時：6月29日（月）13：30～15：30
場　所：東京都消費生活総合センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
講　師：東京都生活文化局消費生活部　部長　山本　明さん
内　容：①東京都の消費者行政について
　　　　　 （2015年度予算及び活性化基金について、2015年度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）
　　　　②意見交換　
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

（＊詳しい報告はホームページを参照ください）

日　時： 7月9日(木)　13：30～16：00
場　所： 東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　
内　容：○リレー報告  ○ワークショップ
主　催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会

（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、多摩パブリック法律事務所、東京三弁護士会多摩支部、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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）

「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!!～

23区消費者団体活動情報交流会「“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～」

主催：「23区消費者団体交流会」実行委員会（新宿区消費者団体連絡会、大田区消費者団体連絡
協議会、世田谷区消費者団体連絡会、中野区消費者団体連絡会、練馬区消費生活センタ
ー運営連絡会、葛飾区消費者団体連絡会、生活協同組合パルシステム東京、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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）

催しのご案内

　4月の定例会で7年間務めた事務局長を退任しました。連絡センターには2007年夏から関わりましたが、消費者庁･消費者
委員会設置の運動参加や、東京の53区市町村消費者行政調査、多摩地域と23区の消費者団体交流会などの大きな取り組
みのほか、東京の消費者団体として消費者の権利確保の運動や活動を多くの消費者団体･仲間と一緒に作ってきました。連
絡センターの認知度を高めていくと共に、参加団体に役立つ活動づくりに力を入れて走り続けた7年間でもありました。多く
の方々との出会いや共に歩んできた活動の足跡を振り返りながら、様々な場でお世話になりましたことに深く感謝いたしま
す。新事務局長共々、連絡センターを引き続きよろしくお願いいたします。（矢野　洋子）

前 事 務 局 長 か ら の ご 挨 拶

　

「23区消費者団体情報交流会」
ワークショップでのグループ発表

53区市町村消費者行政調査の取り組み
3/9「報告・交流会」


