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●代表委員（7名）
　谷茂岡　正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟）　　木村　たま代（主婦連合会）
　内藤　　裕子（東京都地域消費者団体連絡会）　　　根本　かおる（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）　　　　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）
　阿久津　光（東京地方労働組合評議会）　　岩崎　初音（東都生活協同組合）

●事務局長　小浦　道子　　●事務局　池田　京子

2017年度の体制

　現在、国会では「テロ等準備罪」法案（組織犯罪処罰法改正案）や憲法改正という重要法案の審議が進められており、
さらには、秋の臨時国会で成年年齢を18歳に引き下げる民法改正案が提出予定であるなど国の動きから目が離せません。
また、昨年の電力小売り自由化に続きガス小売り自由化もスタートして消費者がエネルギーの購入先を選択できるよう
になりました。そうした中で消費者は、持続可能なエネルギー社会の実現に向け、原子力発電に依存しない取り組みを進
めなければなりません。東京においては、2020年に開催されるオリンピック・パラリンピックの開催準備と費用負担問題、
築地市場の移転問題等を注視していく必要があります。
　さて、連絡センターとしては、8年目となる東京の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、東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動、都内消費者団体や市民活動をしている団体、NPOと
の連携やネットワークづくりの推進などを2017年度の活動として展開していきます。2016年にスタートした消費者裁判手
続特例法の活用に向け設立された「消費者スマイル基金」は、消費者被害にあい困っている人の相談を受けたり、消費者に
かわって金銭的被害を取り戻すための裁判をおこなう団体を支援するための仕組みです。連絡センターも「消費者スマイル
基金」に正会員として登録し協力していきます。
　今後とも、皆様方の連絡センター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。
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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14日現在）

3月の定例会で事務局長に承認されました小浦道子と申します。こちらに来るまでは、全国消費
者団体連絡会で消費者政策課題を中心に活動していました。全国の消団連の中でリーダー格的
な東京消費者団体連絡センターで勤務することになり身の引き締まる思いです。消費者のいのち

とくらしをまもり、消費者の権利を確立するために、参加団体の皆様と力を合わせ活動していきたいと存じますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。（M.K）

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）

2016年11月25日（金）13：30～16：15（参加者49名）
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、港区消費者団体連絡会、
中央区消費者友の会、生活協同組合パルシステム東京、東京南部生活協同組合、TOKYO消費者行政充実ねっと、東京都
生活協同組合連合会、東京消費者団体連絡センター）

　今年で3回目になる23区内の消費者団体交流会は、行政担当者や消費者団体、生協
組合員などが集まり、今の時代に求められる消費者団体の役割についてみんなで考え
てみました。最初に豊島区や葛飾区での行政と消費者団体との連携した取り組み、城
南保健生活協同組合の東京南部生活協同組合や東京南部法律事務所と連携した取り組
み、東京家政学院大学の学生が取り組んでいる消費者活動の授業の中で行っている活
動報告がありました。その後、国際消費者機構（CI）が提唱する「消費者の8つの権利」
と「5つの呼びかけ（責任）」や、消費者や消費者団体が取り組む活動の大切さについて
説明を聞き、グループごとに「消費者団体のこれからの役割』について話し合いました。
参加者からは、若い大学生の参加で元気をもらったとの感想がたくさん寄せられました。

●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！"～今！消費者団体ってなあに？～」

2017年2月22日（水）13：30～16：00（参加者54名）

東京都生協連消費者行政連絡会との共催
　2016年度のまとめとして1年間の取り組みの流れ、目的に沿った成果と見えてきた課
題、そして2017年度に向けた検討課題などが報告されました。7月のアンケート調査で
は53自治体全てからアンケートの回答を頂きました。懇談は50自治体で実施され、消
費者団体、生協組合員や職員、弁護士など318名と107名の行政職員の参加がありまし
た。その後、台東区と昭島市の消費者行政の取り組みと主婦連合会、東都生協、コー
プみらいから懇談に参加した方からの感想が報告されました。後半のグループワーク
では、これからも充実した懇談にしていくために具体的な意見を出し合いました。懇
談アンケートなどの意見も参考にしながら取り組みの流れや懇談の時間の見直しなど
行い、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。

●2016年度　東京の区市町村消費者行政調査活動の取り組み「報告・交流会」
　～私たちが安心してくらしていくために～　

23区消費者団体活動情報交流会

2016年度  東京の区市町村消費者行政調査活動の
取組「報告・交流会」

2017年　6月

7月

9月

10～11月

2017年　3月

アンケート調査／懇談担当団体募集

アンケート集約

学習会・キックオフ集会同時開催

“区市町村との懇談" 

まとめの「報告・交流会」

時　期 項　目区市町村消費者行政調査活動に取り組んでいきます
2017年度

スケジュール

　これまで出されてきた意見や、報告交流会のアンケートやワークショップのま
とめ等を参考に進め方の見直しを行い、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、参加団体間の交流や連携が深まり、行政と参加団体の連携が強化
され、それらを通じて消費者行政の活発化やより良いまちづくりにつながるよう
な充実した取組みとなることをめざします。自治体へのアンケート内容、時期も
見直し右記のスケジュールで展開していきます。

（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
ていきます。
　エネルギー問題、電力・ガスの自由化に伴う課題、子供に
対する安全対策への対応、食品ロス、東京都の受動喫煙防
止対策に伴う課題等に取り組んでいきます。

（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。

（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。
＜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、東京食育推
進ネットワーク、一般社団法人消費者市民社会をつくる会

（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

ネットワークづくりや活動交流に取り組みます。
　第4回「23区消費者団体活動情報交流会」、第6回「多摩
地域の消費者団体交流会」を実行委員会主催で開催します。

    Ⅱ.くらしの安全・安心を求めて      Ⅲ .他団体との連携やネットワークづくり



2 0 1 6 年 度 の まと め

2 0 1 7 年 度 活 動 課 題

（1）区市町村消費者行政調査活動に取り組みました。
　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。
　7年目を迎え、参加のしや
すさを考え、キックオフ集会
や学習会の流れや懇談のやり
方を見直したりして懇談に臨
みました。懇談には、14自治
体のべ 54 名が参加しました。
参加団体へのアンケートから
は、調査活動の継続の大切さ
の意見がある一方で、マンネリ化感や調査訪問を隔年にする
などの取り組み方などへの意見も出されており、次年度は更
に見直しをしながら取り組んでいきます。　　　　　　　　

（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
組みました。
　4月より電力の小売り自由化
がスタートしており、消費者が
電力の購入先を選択する際に
知っておくべきことを学ぶ電力
自由化学習会「あなたは電力
をどう選ぶ？」を東京都生協連
と共催で行いました。消費者
市民社会を構築するためのエ
シカル消費についても学び、参
加者から「エシカル消費の視
点で産直商品と同じく再生可
能電力を選択したい。」という
感想がありました。
　また、2017年 4月からガス
の小売り自由化も始まることから、東京ガス（株）根岸 LGS
基地の見学会を行いました。子どもに対する安全対策への対
応として学習会「乳幼児の誤飲に注意！！」を開催しました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2017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。11団体
のべ 65 名が参加して、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、また都民の安全・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すすめま
した。
　集団的消費者被害救済制度実施に向けて、東京都の特定
適格消費者団体への財政支援について、新制度の周知、適格
消費者団体のPR等に取り組みました。消費者被害防止救済
基金（スマイル基金）に正会員として加入しました。

（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。
　5月に成立した改正消費者契約法で積み残された論点のさ
らなる改正に向け、全国消費者団体が取り組む「消費者被害
事例収集アンケート」に協力しました。

（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 5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。

　　
　

（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
ました。
　電力・都市ガス小売り自
由化に向けて東京都生協
連と共催で「電力自由化学
習会」を開催しました。ま
た、東京ガス（株）根岸
LGS 基地の見学会を行い
天然ガスの供給システムな
どについて学びました。子
供に対する安全対策への
対応として、コイン形・ボ
タン形電池の乳幼児の誤飲の危険性についての学習会を小児
科の先生を講師に実験を交えて開催し、たくさんの乳幼児を
連れたお母さんの参加がありました。アンケートには、「ボタ
ン電池の危険なことを知って驚いた。周りの方にも知らせて
いきたい。」という感想が寄せられました。

（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した。
　機能性表示食品や加工食品の原料原産地表示制度食の展
開に対しては、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「メディアが云えないふくしまの今」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。

（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り組みました。10月の「見て、聞い
て、話そう！交流フェスタ」会場にブースで「消費者行政調査
アンケート結果」と「集団的消費者被害救済制度と適格消費
者団体の活動紹介」のパネル展示、駅前放置自転車クリーン
キャンペーンのPRを行い啓発活動に取り組みました。また、
集団的消費者被害救済制度の周知のためにセミナーコーナー
で消費者機構日本と連携してミニセミナーを行いました。

（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。

（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、参加団体が取り組
んでいる署名活動に協力しました。

（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！〜今！消費者団体ってなあに？」をテーマ
に、多摩地域の消費者団体交流会は「見つかる！地域で、つ
ながってできること！」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。

8/8　消費者行政調査活動
キックオフ集会

区市町村との消費者行政担当
者との懇談

10/31　東京ガス根岸基地見学会

11/25　23区消費者団体交流会

6/29　電力学習会

5/20　乳幼児の誤飲学習会

9/1 ～ 8　東京都、東京都議
会　予算要望活動

 ●2016年度の活動報告
月　日 内　容 講　師 参加人数

2016/5/20　 学習会「乳幼児の誤飲に注意！」 小児科医　山中龍宏さん 72 名

2016/6/29 電力学習会「あなたは電力をどう選ぶ？」（東京都生協連と共催）電力・ガス取引監視委員会取引監査課長　新川達也さん消費者庁消費者調査課長　澤井恵子さん 76 名

2016/7/8 第 5回多摩地域の消費者団体交流会「地域で、つながって
できること！」（「多摩地域の消費者団地交流会」実行委員会） 52 名

2016/8/8 東京の区市町村消費者行政調査活動キックオフ集会
（東京都生協連と共催） （一社）消費者市民社会をつくる会理事長　阿南久さん 108 名

2016/9/7 東京の区市町村消費者行政調査活動「学習と懇談に向けて」
（東京都生協連と共催） 東京都生活文化局消費生活部長　三木暁朗さん 91名

2016/9/1～ 8 2017年度東京都予算への要望活動 東京都及び東京都議会 5会派 のべ 69 名

2016/10 ～11 区市町村消費者行政担当者との懇談（東京都生協連と共催） のべ 318 名

2016/10/31 東京ガス（株）根岸 LNG 基地見学会 10 名

2016/11/21 メディアが云えないふくしまの今～漁業・農業・そして生協の
活動から見えてくることから～（後援）

福島県漁業協同組合連合会災害復興 PT　八多宣幸さん
JA 福島農業協同組合中央会常務理事　川上雅則さ
ん、他

43 名

2016/11/25 第 3回 23 区消費者団体活動交流会「ざっくばらんに交流し
よう！」（「23区消費者団体交流会」実行委員会） 49 名

2017/2/9 「地方消費者グループ・フォーラム」関東ブロック（実行委員
会参加） 252 名

2017/2/22 東京の区市町村消費者行政調査活動の取り組み「報告・交
流会」（東京都生協連と共催） 54 名

2017/3/10、11
「全国消費者大会」分科会・全大会（実行委員会参加） 380 名

東京都消費者月間（実行委員会参加）

2016/5・10 連絡センター通信・・年２回発行

（1）	区市町村消費者行政調査活動に取り組みます。
　8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
取り組み、地域の消費者行政充実・強化の働きかけをします。
取り組みの流れや懇談の仕方などについて見直しも検討して
いきます。

	（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）	2018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。

　引き続き特定適格消費者団体による被害回復制度の実効
性を高めるための支援等に取り組んでいきます。成年年齢の
引き下げの民法改正の動きなどにも注視していきます。

（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。

 Ⅰ. 消費者行政の充実・強化に向けて

  Ⅱ.くらしの安全・安心を求めて

   Ⅲ .他団体との連携やネットワークづくり

    Ⅰ. 消費者行政の充実・強化に向けて

7/8　多摩地域の消費者団体交流会
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2 0 1 6 年 度 の まと め

2 0 1 7 年 度 活 動 課 題

（1）区市町村消費者行政調査活動に取り組みました。
　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。
　7年目を迎え、参加のしや
すさを考え、キックオフ集会
や学習会の流れや懇談のやり
方を見直したりして懇談に臨
みました。懇談には、14自治
体のべ 54 名が参加しました。
参加団体へのアンケートから
は、調査活動の継続の大切さ
の意見がある一方で、マンネリ化感や調査訪問を隔年にする
などの取り組み方などへの意見も出されており、次年度は更
に見直しをしながら取り組んでいきます。　　　　　　　　

（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
組みました。
　4月より電力の小売り自由化
がスタートしており、消費者が
電力の購入先を選択する際に
知っておくべきことを学ぶ電力
自由化学習会「あなたは電力
をどう選ぶ？」を東京都生協連
と共催で行いました。消費者
市民社会を構築するためのエ
シカル消費についても学び、参
加者から「エシカル消費の視
点で産直商品と同じく再生可
能電力を選択したい。」という
感想がありました。
　また、2017年 4月からガス
の小売り自由化も始まることから、東京ガス（株）根岸 LGS
基地の見学会を行いました。子どもに対する安全対策への対
応として学習会「乳幼児の誤飲に注意！！」を開催しました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2017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。11団体
のべ 65 名が参加して、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、また都民の安全・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すすめま
した。
　集団的消費者被害救済制度実施に向けて、東京都の特定
適格消費者団体への財政支援について、新制度の周知、適格
消費者団体のPR等に取り組みました。消費者被害防止救済
基金（スマイル基金）に正会員として加入しました。

（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。
　5月に成立した改正消費者契約法で積み残された論点のさ
らなる改正に向け、全国消費者団体が取り組む「消費者被害
事例収集アンケート」に協力しました。

（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 5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。

　　
　

（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
ました。
　電力・都市ガス小売り自
由化に向けて東京都生協
連と共催で「電力自由化学
習会」を開催しました。ま
た、東京ガス（株）根岸
LGS 基地の見学会を行い
天然ガスの供給システムな
どについて学びました。子
供に対する安全対策への
対応として、コイン形・ボ
タン形電池の乳幼児の誤飲の危険性についての学習会を小児
科の先生を講師に実験を交えて開催し、たくさんの乳幼児を
連れたお母さんの参加がありました。アンケートには、「ボタ
ン電池の危険なことを知って驚いた。周りの方にも知らせて
いきたい。」という感想が寄せられました。

（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した。
　機能性表示食品や加工食品の原料原産地表示制度食の展
開に対しては、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「メディアが云えないふくしまの今」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。

（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り組みました。10月の「見て、聞い
て、話そう！交流フェスタ」会場にブースで「消費者行政調査
アンケート結果」と「集団的消費者被害救済制度と適格消費
者団体の活動紹介」のパネル展示、駅前放置自転車クリーン
キャンペーンのPRを行い啓発活動に取り組みました。また、
集団的消費者被害救済制度の周知のためにセミナーコーナー
で消費者機構日本と連携してミニセミナーを行いました。

（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。

（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、参加団体が取り組
んでいる署名活動に協力しました。

（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！〜今！消費者団体ってなあに？」をテーマ
に、多摩地域の消費者団体交流会は「見つかる！地域で、つ
ながってできること！」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。

8/8　消費者行政調査活動
キックオフ集会

区市町村との消費者行政担当
者との懇談

10/31　東京ガス根岸基地見学会

11/25　23区消費者団体交流会

6/29　電力学習会

5/20　乳幼児の誤飲学習会

9/1 ～ 8　東京都、東京都議
会　予算要望活動

 ●2016年度の活動報告
月　日 内　容 講　師 参加人数

2016/5/20　 学習会「乳幼児の誤飲に注意！」 小児科医　山中龍宏さん 72 名

2016/6/29 電力学習会「あなたは電力をどう選ぶ？」（東京都生協連と共催）電力・ガス取引監視委員会取引監査課長　新川達也さん消費者庁消費者調査課長　澤井恵子さん 76 名

2016/7/8 第 5回多摩地域の消費者団体交流会「地域で、つながって
できること！」（「多摩地域の消費者団地交流会」実行委員会） 52 名

2016/8/8 東京の区市町村消費者行政調査活動キックオフ集会
（東京都生協連と共催） （一社）消費者市民社会をつくる会理事長　阿南久さん 108 名

2016/9/7 東京の区市町村消費者行政調査活動「学習と懇談に向けて」
（東京都生協連と共催） 東京都生活文化局消費生活部長　三木暁朗さん 91名

2016/9/1～ 8 2017年度東京都予算への要望活動 東京都及び東京都議会 5会派 のべ 69 名

2016/10 ～11 区市町村消費者行政担当者との懇談（東京都生協連と共催） のべ 318 名

2016/10/31 東京ガス（株）根岸 LNG 基地見学会 10 名

2016/11/21 メディアが云えないふくしまの今～漁業・農業・そして生協の
活動から見えてくることから～（後援）

福島県漁業協同組合連合会災害復興 PT　八多宣幸さん
JA 福島農業協同組合中央会常務理事　川上雅則さ
ん、他

43 名

2016/11/25 第 3回 23 区消費者団体活動交流会「ざっくばらんに交流し
よう！」（「23区消費者団体交流会」実行委員会） 49 名

2017/2/9 「地方消費者グループ・フォーラム」関東ブロック（実行委員
会参加） 252 名

2017/2/22 東京の区市町村消費者行政調査活動の取り組み「報告・交
流会」（東京都生協連と共催） 54 名

2017/3/10、11
「全国消費者大会」分科会・全大会（実行委員会参加） 380 名

東京都消費者月間（実行委員会参加）

2016/5・10 連絡センター通信・・年２回発行

（1）	区市町村消費者行政調査活動に取り組みます。
　8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
取り組み、地域の消費者行政充実・強化の働きかけをします。
取り組みの流れや懇談の仕方などについて見直しも検討して
いきます。

	（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）	2018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。

　引き続き特定適格消費者団体による被害回復制度の実効
性を高めるための支援等に取り組んでいきます。成年年齢の
引き下げの民法改正の動きなどにも注視していきます。

（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。

 Ⅰ. 消費者行政の充実・強化に向けて

  Ⅱ.くらしの安全・安心を求めて

   Ⅲ .他団体との連携やネットワークづくり

    Ⅰ. 消費者行政の充実・強化に向けて

7/8　多摩地域の消費者団体交流会
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●代表委員（7名）
　谷茂岡　正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟）　　木村　たま代（主婦連合会）
　内藤　　裕子（東京都地域消費者団体連絡会）　　　根本　かおる（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）　　　　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）
　阿久津　光（東京地方労働組合評議会）　　岩崎　初音（東都生活協同組合）

●事務局長　小浦　道子　　●事務局　池田　京子

2017年度の体制

　現在、国会では「テロ等準備罪」法案（組織犯罪処罰法改正案）や憲法改正という重要法案の審議が進められており、
さらには、秋の臨時国会で成年年齢を18歳に引き下げる民法改正案が提出予定であるなど国の動きから目が離せません。
また、昨年の電力小売り自由化に続きガス小売り自由化もスタートして消費者がエネルギーの購入先を選択できるよう
になりました。そうした中で消費者は、持続可能なエネルギー社会の実現に向け、原子力発電に依存しない取り組みを進
めなければなりません。東京においては、2020年に開催されるオリンピック・パラリンピックの開催準備と費用負担問題、
築地市場の移転問題等を注視していく必要があります。
　さて、連絡センターとしては、8年目となる東京の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、東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動、都内消費者団体や市民活動をしている団体、NPOと
の連携やネットワークづくりの推進などを2017年度の活動として展開していきます。2016年にスタートした消費者裁判手
続特例法の活用に向け設立された「消費者スマイル基金」は、消費者被害にあい困っている人の相談を受けたり、消費者に
かわって金銭的被害を取り戻すための裁判をおこなう団体を支援するための仕組みです。連絡センターも「消費者スマイル
基金」に正会員として登録し協力していきます。
　今後とも、皆様方の連絡センター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。

連絡センター通信連絡センター通信連絡センター通信
発行　東京消費者団体連絡センター

発行責任者　小浦  道子

　第163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：center@coop-toren.or.jp
H  P：http：//www.coop-toren.or.jp/tabid/142/Default.aspx
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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14日現在）

3月の定例会で事務局長に承認されました小浦道子と申します。こちらに来るまでは、全国消費
者団体連絡会で消費者政策課題を中心に活動していました。全国の消団連の中でリーダー格的
な東京消費者団体連絡センターで勤務することになり身の引き締まる思いです。消費者のいのち

とくらしをまもり、消費者の権利を確立するために、参加団体の皆様と力を合わせ活動していきたいと存じますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。（M.K）

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）

2016年11月25日（金）13：30～16：15（参加者49名）
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、港区消費者団体連絡会、
中央区消費者友の会、生活協同組合パルシステム東京、東京南部生活協同組合、TOKYO消費者行政充実ねっと、東京都
生活協同組合連合会、東京消費者団体連絡センター）

　今年で3回目になる23区内の消費者団体交流会は、行政担当者や消費者団体、生協
組合員などが集まり、今の時代に求められる消費者団体の役割についてみんなで考え
てみました。最初に豊島区や葛飾区での行政と消費者団体との連携した取り組み、城
南保健生活協同組合の東京南部生活協同組合や東京南部法律事務所と連携した取り組
み、東京家政学院大学の学生が取り組んでいる消費者活動の授業の中で行っている活
動報告がありました。その後、国際消費者機構（CI）が提唱する「消費者の8つの権利」
と「5つの呼びかけ（責任）」や、消費者や消費者団体が取り組む活動の大切さについて
説明を聞き、グループごとに「消費者団体のこれからの役割』について話し合いました。
参加者からは、若い大学生の参加で元気をもらったとの感想がたくさん寄せられました。

●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！"～今！消費者団体ってなあに？～」

2017年2月22日（水）13：30～16：00（参加者54名）

東京都生協連消費者行政連絡会との共催
　2016年度のまとめとして1年間の取り組みの流れ、目的に沿った成果と見えてきた課
題、そして2017年度に向けた検討課題などが報告されました。7月のアンケート調査で
は53自治体全てからアンケートの回答を頂きました。懇談は50自治体で実施され、消
費者団体、生協組合員や職員、弁護士など318名と107名の行政職員の参加がありまし
た。その後、台東区と昭島市の消費者行政の取り組みと主婦連合会、東都生協、コー
プみらいから懇談に参加した方からの感想が報告されました。後半のグループワーク
では、これからも充実した懇談にしていくために具体的な意見を出し合いました。懇
談アンケートなどの意見も参考にしながら取り組みの流れや懇談の時間の見直しなど
行い、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。

●2016年度　東京の区市町村消費者行政調査活動の取り組み「報告・交流会」
　～私たちが安心してくらしていくために～　

23区消費者団体活動情報交流会

2016年度  東京の区市町村消費者行政調査活動の
取組「報告・交流会」

2017年　6月

7月

9月

10～11月

2017年　3月

アンケート調査／懇談担当団体募集

アンケート集約

学習会・キックオフ集会同時開催

“区市町村との懇談" 

まとめの「報告・交流会」

時　期 項　目区市町村消費者行政調査活動に取り組んでいきます
2017年度

スケジュール

　これまで出されてきた意見や、報告交流会のアンケートやワークショップのま
とめ等を参考に進め方の見直しを行い、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、参加団体間の交流や連携が深まり、行政と参加団体の連携が強化
され、それらを通じて消費者行政の活発化やより良いまちづくりにつながるよう
な充実した取組みとなることをめざします。自治体へのアンケート内容、時期も
見直し右記のスケジュールで展開していきます。

（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
ていきます。
　エネルギー問題、電力・ガスの自由化に伴う課題、子供に
対する安全対策への対応、食品ロス、東京都の受動喫煙防
止対策に伴う課題等に取り組んでいきます。

（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。

（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。
＜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、東京食育推
進ネットワーク、一般社団法人消費者市民社会をつくる会

（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

ネットワークづくりや活動交流に取り組みます。
　第4回「23区消費者団体活動情報交流会」、第6回「多摩
地域の消費者団体交流会」を実行委員会主催で開催します。

    Ⅱ.くらしの安全・安心を求めて      Ⅲ .他団体との連携やネットワークづくり


