3.他団体との連携やネットワークづくり

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組みます。第6回
「23区消費者団体活動情報交流会」
、第8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。
＜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 （5）
東京消費者団体連絡センターの認知度を上げ、参加
機構日本、TOKYO消費者行政充実ねっと、グリーンコンシュー
団体を増やすための企画に取組みます。

（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組む団
体等に参加し、連携活動を進めます。

連絡センター通信
2019年5月9日発行

マー東京ネット、関東食育推進ネットワーク、とうきょう米粉

2019年度

区市町村消費者行政調査活動に
取組んでいきます

2018年度の成果と課題を受け、2019年度も東京消費者
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。今年度も改善点を継続し、この取組みの
目的をより多くの人たちと共有して取組んでいきます。参加
団体間や行政との連携が強化や消費者行政の活発化・充実
をめざして、以下のスケジュールで進めていきます。

発行

期

2019年

6月
7月
8月
9月
10〜11月
2020年 2〜3月

項

目

アンケート調査／懇談担当団体募集
アンケート集約
懇談担当責任者打合せの会
学習会
「学習会と懇談に向けて」
区市町村との懇談
まとめ
「報告・交流会」

発行責任者

●目 次
◇2019年度の活動スタート……………………………………………………………………………… P.1
◇2018年度活動のまとめと2019年度活動課題 …………………………………………………… P.2,3

●23区消費者団体活動情報交流会

2019年度の活動がスタートしました

「ざっくばらんに交流しよう！〜居場所づくりと消費者団体の関わり パートⅡ〜

日時：2018年11月30日
（金）
13：30〜16：00（参加者32名）
会場：東京都消費生活総合センター 16階学習室A
主催：23区消費者団体交流会実行委員会

2018年11月30日
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〜

●2018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」
日時：2019年2月27日
（水）
10：30〜12：30
（参加者31名）
会場：東京都生協連会館3階会議室
東京都生協連消費者行政連絡会との共催
2018年度のまとめとして、昨年度より懇談自治体を半分にして隔年訪問としたこと
など変更した内容や1年間の取り組みの流れと成果を報告しました。懇談は24自治体
で実施され、地域の生協組合員や職員・消費者団体、事務局などのべ131名と行政職
員43名の参加がありました。その後、練馬区の消費者行政の取り組みとコープみらい、
東都生協、パルシステム東京から懇談に参加した感想が報告されました。後半はグルー
プワークを行い懇談に参加しての感想や今後の活動課題について話し合いました。
2019年2月27日
2019年度はグループワークで出された課題を検討し、より多くの団体や参加者で取組 東京の区市町村消費者行政調査活動
むことを目指していきます。
「報告・交流会」

編 集 後 記

「平成」の時代が終わりましたが、連絡センターの活動を通して振り返ると、巧妙化す
る悪質消費者被害やさまざまな消費者問題、貧困・格差の問題、プラスチックなどの
地球環境の問題など深刻で暮らしやすい社会ではありませんでした。新しい『令和』の時代には、やはり期待する気
持ちがあります。“地球上の誰一人として取り残さない社会"の実現のためのSDGs（持続可能な開発目標）を常に意
識しながら行動したいものです。（I.K）
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小浦 道子

◇2019年度調査活動、報告……………………………………………………………………………… P.4

報告（※詳しい報告はホームページを参照ください。）

今年で5回目となる23区内の消費者団体交流会は、毎回テーマを設定して他の分野
で活躍している方や行政の方などの報告を聞いて、みんなでざっくばらんに交流しな
がらテーマの内容を深めています。今回は
「居場所づくりと消費者団体の関わり」
をテー
マに3人の方より活動の報告をしていただきました。地域で活動するいろいろな団体が
生活課題の解決を図るため
「ふれあい粋
（いき）
・活
（いき）
サロン」
活動に取組んでいる
荒川区社会福祉協議会、行政と協働して啓発活動に取組み、年6回広報紙
「ぷりずむ」
を発行している練馬区消費生活センター運営連絡会、定年後の男性の居場所としてお
もちゃの修理を行うボランティア団体、おもちゃ病院・太田の活動についてお話を聞き
ました。
その後、グループごとに
「居場所づくりと消費者団体の関わり」
について話し合いま
した。そこでは、自分たちだけの組織で解決しようとしないで他団体と連携していくこ
とが大切という意見が多くありました。

東京消費者団体連絡センター
〒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

スケジュール
時

167号

第

私たちの暮らしを取り巻く政治、経済、社会は大きく変化しています。環境・エネルギーに関しては、
「パリ協定」
に基づき先進国は2050年までの温室効果ガス削減戦略を提出することになっています。日本でも「パリ協定に基づ
く成長戦略としての長期戦略に向けた懇談会」の提言を受けて、政府による温室効果ガス削減戦略案が作られパブ
コメ募集の後、6月末のG20前に策定する予定です。食品表示に関しては、消費者庁は「食品添加物表示制度に関
する検討会」を発足させました。消費者は添加物の表示を商品選択の際に参考にしていますし、アレルギー疾患の方
にとっては重要な表示です。消費者にとって分かりやすい表示となるよう検討会の審議に期待したいと思います。そ
の他、消費税率の引き上げ、一向に減少しない高齢者の消費者被害、成年年齢の引き下げ、プラスチックのゴミ問題、
水道法改正など消費者に関する課題は多様です。元号が「平成」から「令和」と変わり私たちのくらしを取り巻く社会
はどのようになっていくのでしょうか。
連絡センターとしては、10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、東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動、都内及び地域での連携やネットワークづくりの推進
など継続すべき課題と喫緊の課題についても取組んでいきます。2019年度も皆さまのご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

2019年度の体制
●代表委員（7名）
谷茂岡 正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟）
柿本 章子（主婦連合会）
西澤 澄江（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）
室岡 満美（消費科学センター）
●事務局長

小浦

道子

●事務局 池田

国田

研二（東京南部生活協同組合）

京子

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12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、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
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2018年度活動のまとめと2019年度活動課題
2018年度活動のまとめ
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組みました。

53区市町村消費者行政 調
査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・
強化や行政と消費者団体・生
協との連携につなげました。
昨年度から、53自治体を半分
に分け訪問・懇談を隔年で実
2018年10月15日
施することや、キックオフ集
江東区消費者行政担当者との懇談
会と学習会を統合するなど見
直しており、その内容を継続して取組みました。懇談には24
自治体のべ174名が参加しました。

（2）消費者市民社会の構築
に向けて、消費 者 教育
推進に取組みました。

国や都、民間団体等の審議会・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。

＜参画した委員会等＞ 東京都消費生活対策審議会、東京都公衆浴
場対策協議会、東京都消費生活総合センター運営協議会、
「東京く
らしねっと」
編集企画会議、消費者教育DVD
＜懇談会＞ 東京都消費生活総合センター利用者懇談会

2019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80名が参加して、東京都と都議会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・
民主クラブ、日本共産党）
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、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進め
ました。

（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、情報提供等を
行いました。

「高齢者見守り人材向け出前講座」
の活用が進むことを目的に定
例会の中でミニ学習を行いました。また、電気の小売り自由化に
伴う電気の経過措置料金解除に向けた検討状況や、消費者のくら
しに関わる法律の改正等について情報提供し意見を提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取組み、
学習や、意見提出、情報提供等を行いました。

議会、東京都公衆浴場対策協議会、東京都エコ農産物認証委員会、
とうきょう特産食材使用店登録審査会、東京都商店街グランプリ
審査委員会、東京都駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員
会・幹事会、東京都アレルギー疾患対策検討委員会、医療情報に
関する理解促進委員会、都市農業活性化支援事業推進協議会、
登録建築家資格制度認定評議委員会、AI確認検査センター株式会
社監視委員会、東京都農業祭審査員、消費者委員会公共料金等
専門調査会、農林水産省農業資材審議会農薬分科会臨時委員
＜懇談会等＞ 個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品協会との
意見交換会・懇談会、雪印メグミルク企業倫理委員会消費者部会、
東京都電機商業組合との懇談会

高齢者を中心とした消費者被害の事案や救済など情報を共
有し参加団体より消費者への啓発を図りました。また、2016
年度にスタートした消費者裁判特例法に関して、消費者被害を
3.他団体との連携やネットワークづくり
こうむった消費者に代わり訴訟を起こせる特定適格消費者団体
東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参
の動きなど情報提供を行い新しい制度の認知度を上げるよう図 （1）
加し、東京都との協働事業を推進しました。
りました。
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、
（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
東京都との協働事業に取組みました。
を通じて、要望を伝える活動を進めました。
10月の「見て、聞いて、話そう！交流フェスタ」会場ブースで
国に対して意見書を6本提出しました。中でも、消費者庁
「消費者行政調査アンケート結果」
のパネル展示と、駅前放置
の
「適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運
自転車クリーンキャンペーンのPRを行いました。
営を確保するための内閣府令（案）及びガイドライン（案）
」は

消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取組む団
適格消費者団体及び特定適格消費者団体に過剰な負荷を及 （2）
体等に参加し、連携活動を進めました。
ぼす内容であったことから当連絡センターをはじめ多数の消
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
費者団体などから反対のパブリックコメントが出されたことも
参加し連携して活動を進めました。
あり施行が一旦棚上げとなりました。反対意見を踏まえ内容
＜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
の一部が修正されたことはパブリックコメント提出の効果
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、
だったといえます。
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、
また、国土交通省の「都市鉄道におけるバリアフリー化、遅
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進ネットワー
延、混雑対策等に係る利用者負担のあり方」についてのヒアリ
ク、とうきょう米粉ネットワーク
ングに対応しました。

（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。
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＜実行委員会参加＞ 全国消費者大会
ん討論会

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実
行委員会に参加し、高齢者の消費者被害防止を呼びかけました。
また、参加団体が開催する消費生活展についてチラシを持ち寄
り、出展内容や運営について情報交換を行いました。

（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

＜協賛＞東京23区とこと

度も23区消費者団体活動情報交
流会は
「ざっくばらんに交流しよ
う！〜居場所づくりと消費者団体
の関わりⅡ〜」
をテーマに、多摩地
域の消費者団体交流会は
「多摩地
域の市民活動交流会〜つながりを
ひろげよう〜」
をテーマに開催しま
した。消費者団体や生協、弁護士、
2018年7月9日
大学生、行政担当者など幅広い参
多摩地域の消費者団体交流会
加があり活動交流を行いました。

●2018年度提出した意見書
月 日

2.くらしの安全・安心を求めて

遺伝子組み換え食品の表示制度や、食の安全・安心の観点か
消費者のくらしに欠かせな
らの情報提供を行い関連する学習
い、稲、麦、大豆などの種子
会などの案内を行いました。
の安定供給を都道府県が保証
（3）東日本大震災の被災地支援
してきた
「主要農産物種子法」
と復興に向けた活動に参加
が2018年4月に廃止されたこ
2018年6月20日学習会
しました。
とによる影 響を学ぶ 学 習 会
東日本大震災の被災地支援と
「種子法廃止で私たちの食は 「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」
復興に向けた活動では東京都生
どう変わる？」を行い、いくつ
2018年12月10日
協連主催の学習会「ふくしまの今、
かの参加団体でもこのテーマ
東日本大震災の被災地支援
酪 農 組 合 長 と 農 家8代 目 の 奮
での学習会を検討するきっか
闘！」に参加し、福島の酪農、農家の現状を学びました。
けとなりました。また、2年に
一度行っている関東農政局と
（4）行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の
の意見交換会ではアクリルア
声を施策に反映させていきました。
ミドや農林水産省が行う消費
国や都、民間団体等の委員会等に参画、定期的な懇談会等
2018年11月20日
者 教育、2019年度予算概 要
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
消費者団体と関東農政局との意見交換会
について説明を受け活発な意
動等に反映されるよう尽力しました。
見交換が行われました。
＜参画した委員会等＞ 東京都食品安全審議会、東京都生活衛生審

（3）2019年度東京都予算への要望活動を行いました。

（3）参加団体との活動の連携を図りました。

意見書

提出先

2018/6/16

第５次エネルギー基本計画策定に向けた意見

2018/9/12

適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するための内閣府
消費者庁消費者制度課
令（案）及びガイドライン（案）に関する意見

資源エネルギー庁

2018/11/8

「新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準一部改正（案）について

2019/2/23

「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 新開発食品調査部会 報告書（案）ゲノム
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課
編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」に係る意見

2019/3/18
2019/3/29

消費者庁食品表示企画課

消費者基本計画工程表改定素案への意見

消費者庁消費者政策課

「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見

消費者庁消費者制度課

●2018年度の主な活動報告
月

日

2018/6/20

内

容

2018/7/9

多摩地域の市民活動交流会
（多摩地域の消費者団体交流会実行委員会主催）

2018/7/24

第 23 回東京とことん討論会参加
（第 23 回東京 23 区とことん討論会実行委員会主催）

2018/8/6

講

学習会「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」

印鑰

2018/9/27

東京の区市町村消費行政調査活動「懇談担当責任者打ち合わせの会」

19 名
東京都及び東京都議会 5 会派

東京の区市町村消費行政調査活動「学習と懇談に向けて」

2018/11/30
2018/12/10
2019/2/4

のべ 80 名
35 名

「地方消費者行政の充実・強化を考えるシンポジウム」
（全国消団連 地方消費者行政プロジェクト主催）

66 名

2018/10、11 月 区市町村消費者行政担当者との懇談
2018/11/20

参加人数
55 名
39 名

2018/8/3、9/4 2019 年度東京都予算への要望活動
2018/9/5

師

智哉さん

のべ 174 名

消費者と関東農政局との意見交換会

15 名

23 区消費者団体交流会「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主催）

32 名
但野 忠義さん（酪農家）
55 名
藤田 浩志さん（農家 8 代目後継者）

ふくしまの今、酪農組合長と農家 8 代目の奮闘！（協賛）
東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「報告・交流会」

31 名

2019/2/7

「区市町村の消費者行政を考えるシンポジウム」
（全国消団連 地方消費者行政プロジェクト主催）

47 名

2019/3/15

「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加）

335 名

通年

東京都消費者月間事業

くらしフェスタ、学習会等（実行委員会参加）

※東京の区市町村調査活動は、東京都生協連消費者行政連絡会と共同して取組みました。

2019年度活動課題
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。

（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。

10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、地域の消費者行政充実・強化の働きかけをします。 2.くらしの安全・安心を求めて
消費者を取り巻く社会の変化が大きく、経済的格差
訪問・懇談だけでなく「懇談担当責任者打ち合わせの会」や「学 （1）
の拡大による住宅問題や子供の貧困、また、10月の
習と懇談に向けて」への参加を増やすことを検討し、より充実
消費税率の引上げ前のキャッシュレスへの動向など、
した調査活動を目指します。

くらしに関する課題に取組み、学習や情報提供等を
（2）消費者市民社会の構築に向けて、消費者教育推進に
行っていきます。
取組みます。
（2）
食の安全・安心を求めて、
食をとりまく課題に取組み、
（3）2020年度東京都予算への要望活動を行います。
学習や意見提出、情報提供等を行っていきます。
（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。
2018年度改正された東京都消費生活基本計画に基づ （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。
き東京都の消費者行政の取組みを注視していきます。
（4）
行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の
（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
声を施策に反映させていきます。
を通じて要望を伝える活動を進めます。

連絡センター通信
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2018年度活動のまとめと2019年度活動課題
2018年度活動のまとめ
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組みました。

53区市町村消費者行政 調
査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・
強化や行政と消費者団体・生
協との連携につなげました。
昨年度から、53自治体を半分
に分け訪問・懇談を隔年で実
2018年10月15日
施することや、キックオフ集
江東区消費者行政担当者との懇談
会と学習会を統合するなど見
直しており、その内容を継続して取組みました。懇談には24
自治体のべ174名が参加しました。

（2）消費者市民社会の構築
に向けて、消費 者 教育
推進に取組みました。

国や都、民間団体等の審議会・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。

＜参画した委員会等＞ 東京都消費生活対策審議会、東京都公衆浴
場対策協議会、東京都消費生活総合センター運営協議会、
「東京く
らしねっと」
編集企画会議、消費者教育DVD
＜懇談会＞ 東京都消費生活総合センター利用者懇談会

2019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80名が参加して、東京都と都議会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・
民主クラブ、日本共産党）
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、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進め
ました。

（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、情報提供等を
行いました。

「高齢者見守り人材向け出前講座」
の活用が進むことを目的に定
例会の中でミニ学習を行いました。また、電気の小売り自由化に
伴う電気の経過措置料金解除に向けた検討状況や、消費者のくら
しに関わる法律の改正等について情報提供し意見を提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取組み、
学習や、意見提出、情報提供等を行いました。

議会、東京都公衆浴場対策協議会、東京都エコ農産物認証委員会、
とうきょう特産食材使用店登録審査会、東京都商店街グランプリ
審査委員会、東京都駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員
会・幹事会、東京都アレルギー疾患対策検討委員会、医療情報に
関する理解促進委員会、都市農業活性化支援事業推進協議会、
登録建築家資格制度認定評議委員会、AI確認検査センター株式会
社監視委員会、東京都農業祭審査員、消費者委員会公共料金等
専門調査会、農林水産省農業資材審議会農薬分科会臨時委員
＜懇談会等＞ 個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品協会との
意見交換会・懇談会、雪印メグミルク企業倫理委員会消費者部会、
東京都電機商業組合との懇談会

高齢者を中心とした消費者被害の事案や救済など情報を共
有し参加団体より消費者への啓発を図りました。また、2016
年度にスタートした消費者裁判特例法に関して、消費者被害を
3.他団体との連携やネットワークづくり
こうむった消費者に代わり訴訟を起こせる特定適格消費者団体
東京都消費者月間団体連絡会議及び実行委員会に参
の動きなど情報提供を行い新しい制度の認知度を上げるよう図 （1）
加し、東京都との協働事業を推進しました。
りました。
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、
（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
東京都との協働事業に取組みました。
を通じて、要望を伝える活動を進めました。
10月の「見て、聞いて、話そう！交流フェスタ」会場ブースで
国に対して意見書を6本提出しました。中でも、消費者庁
「消費者行政調査アンケート結果」
のパネル展示と、駅前放置
の
「適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運
自転車クリーンキャンペーンのPRを行いました。
営を確保するための内閣府令（案）及びガイドライン（案）
」は

消費者行政の充実や消費者問題の諸課題に取組む団
適格消費者団体及び特定適格消費者団体に過剰な負荷を及 （2）
体等に参加し、連携活動を進めました。
ぼす内容であったことから当連絡センターをはじめ多数の消
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
費者団体などから反対のパブリックコメントが出されたことも
参加し連携して活動を進めました。
あり施行が一旦棚上げとなりました。反対意見を踏まえ内容
＜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
の一部が修正されたことはパブリックコメント提出の効果
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、
だったといえます。
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、
また、国土交通省の「都市鉄道におけるバリアフリー化、遅
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進ネットワー
延、混雑対策等に係る利用者負担のあり方」についてのヒアリ
ク、とうきょう米粉ネットワーク
ングに対応しました。

（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。
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＜実行委員会参加＞ 全国消費者大会
ん討論会

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実
行委員会に参加し、高齢者の消費者被害防止を呼びかけました。
また、参加団体が開催する消費生活展についてチラシを持ち寄
り、出展内容や運営について情報交換を行いました。

（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

＜協賛＞東京23区とこと

度も23区消費者団体活動情報交
流会は
「ざっくばらんに交流しよ
う！〜居場所づくりと消費者団体
の関わりⅡ〜」
をテーマに、多摩地
域の消費者団体交流会は
「多摩地
域の市民活動交流会〜つながりを
ひろげよう〜」
をテーマに開催しま
した。消費者団体や生協、弁護士、
2018年7月9日
大学生、行政担当者など幅広い参
多摩地域の消費者団体交流会
加があり活動交流を行いました。

●2018年度提出した意見書
月 日

2.くらしの安全・安心を求めて

遺伝子組み換え食品の表示制度や、食の安全・安心の観点か
消費者のくらしに欠かせな
らの情報提供を行い関連する学習
い、稲、麦、大豆などの種子
会などの案内を行いました。
の安定供給を都道府県が保証
（3）東日本大震災の被災地支援
してきた
「主要農産物種子法」
と復興に向けた活動に参加
が2018年4月に廃止されたこ
2018年6月20日学習会
しました。
とによる影 響を学ぶ 学 習 会
東日本大震災の被災地支援と
「種子法廃止で私たちの食は 「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」
復興に向けた活動では東京都生
どう変わる？」を行い、いくつ
2018年12月10日
協連主催の学習会「ふくしまの今、
かの参加団体でもこのテーマ
東日本大震災の被災地支援
酪 農 組 合 長 と 農 家8代 目 の 奮
での学習会を検討するきっか
闘！」に参加し、福島の酪農、農家の現状を学びました。
けとなりました。また、2年に
一度行っている関東農政局と
（4）行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の
の意見交換会ではアクリルア
声を施策に反映させていきました。
ミドや農林水産省が行う消費
国や都、民間団体等の委員会等に参画、定期的な懇談会等
2018年11月20日
者 教育、2019年度予算概 要
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
消費者団体と関東農政局との意見交換会
について説明を受け活発な意
動等に反映されるよう尽力しました。
見交換が行われました。
＜参画した委員会等＞ 東京都食品安全審議会、東京都生活衛生審

（3）2019年度東京都予算への要望活動を行いました。

（3）参加団体との活動の連携を図りました。

意見書

提出先

2018/6/16

第５次エネルギー基本計画策定に向けた意見

2018/9/12

適格消費者団体及び特定適格消費者団体の適正な業務運営を確保するための内閣府
消費者庁消費者制度課
令（案）及びガイドライン（案）に関する意見

資源エネルギー庁

2018/11/8

「新たな遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準一部改正（案）について

2019/2/23

「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 新開発食品調査部会 報告書（案）ゲノム
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課
編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」に係る意見

2019/3/18
2019/3/29

消費者庁食品表示企画課

消費者基本計画工程表改定素案への意見

消費者庁消費者政策課

「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見

消費者庁消費者制度課

●2018年度の主な活動報告
月

日

2018/6/20

内

容

2018/7/9

多摩地域の市民活動交流会
（多摩地域の消費者団体交流会実行委員会主催）

2018/7/24

第 23 回東京とことん討論会参加
（第 23 回東京 23 区とことん討論会実行委員会主催）

2018/8/6

講

学習会「種子法廃止で私たちの食はどう変わる？」

印鑰

2018/9/27

東京の区市町村消費行政調査活動「懇談担当責任者打ち合わせの会」

19 名
東京都及び東京都議会 5 会派

東京の区市町村消費行政調査活動「学習と懇談に向けて」

2018/11/30
2018/12/10
2019/2/4

のべ 80 名
35 名

「地方消費者行政の充実・強化を考えるシンポジウム」
（全国消団連 地方消費者行政プロジェクト主催）

66 名

2018/10、11 月 区市町村消費者行政担当者との懇談
2018/11/20

参加人数
55 名
39 名

2018/8/3、9/4 2019 年度東京都予算への要望活動
2018/9/5

師

智哉さん

のべ 174 名

消費者と関東農政局との意見交換会

15 名

23 区消費者団体交流会「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主催）

32 名
但野 忠義さん（酪農家）
55 名
藤田 浩志さん（農家 8 代目後継者）

ふくしまの今、酪農組合長と農家 8 代目の奮闘！（協賛）
東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「報告・交流会」

31 名

2019/2/7

「区市町村の消費者行政を考えるシンポジウム」
（全国消団連 地方消費者行政プロジェクト主催）

47 名

2019/3/15

「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加）

335 名

通年

東京都消費者月間事業

くらしフェスタ、学習会等（実行委員会参加）

※東京の区市町村調査活動は、東京都生協連消費者行政連絡会と共同して取組みました。

2019年度活動課題
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。

（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。

10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、地域の消費者行政充実・強化の働きかけをします。 2.くらしの安全・安心を求めて
消費者を取り巻く社会の変化が大きく、経済的格差
訪問・懇談だけでなく「懇談担当責任者打ち合わせの会」や「学 （1）
の拡大による住宅問題や子供の貧困、また、10月の
習と懇談に向けて」への参加を増やすことを検討し、より充実
消費税率の引上げ前のキャッシュレスへの動向など、
した調査活動を目指します。

くらしに関する課題に取組み、学習や情報提供等を
（2）消費者市民社会の構築に向けて、消費者教育推進に
行っていきます。
取組みます。
（2）
食の安全・安心を求めて、
食をとりまく課題に取組み、
（3）2020年度東京都予算への要望活動を行います。
学習や意見提出、情報提供等を行っていきます。
（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。
2018年度改正された東京都消費生活基本計画に基づ （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。
き東京都の消費者行政の取組みを注視していきます。
（4）
行政等の審議会等に参画し、消費者・消費者団体の
（5）国や東京都の施策に対し、パブリックコメント提出等
声を施策に反映させていきます。
を通じて要望を伝える活動を進めます。
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3.他団体との連携やネットワークづくり

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組みます。第6回
「23区消費者団体活動情報交流会」
、第8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。
＜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 （5）
東京消費者団体連絡センターの認知度を上げ、参加
機構日本、TOKYO消費者行政充実ねっと、グリーンコンシュー
団体を増やすための企画に取組みます。

（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組む団
体等に参加し、連携活動を進めます。
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2019年5月9日発行

マー東京ネット、関東食育推進ネットワーク、とうきょう米粉

2019年度

区市町村消費者行政調査活動に
取組んでいきます

2018年度の成果と課題を受け、2019年度も東京消費者
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。今年度も改善点を継続し、この取組みの
目的をより多くの人たちと共有して取組んでいきます。参加
団体間や行政との連携が強化や消費者行政の活発化・充実
をめざして、以下のスケジュールで進めていきます。

発行

期

2019年

6月
7月
8月
9月
10〜11月
2020年 2〜3月

項

目

アンケート調査／懇談担当団体募集
アンケート集約
懇談担当責任者打合せの会
学習会
「学習会と懇談に向けて」
区市町村との懇談
まとめ
「報告・交流会」

発行責任者

●目 次
◇2019年度の活動スタート……………………………………………………………………………… P.1
◇2018年度活動のまとめと2019年度活動課題 …………………………………………………… P.2,3

●23区消費者団体活動情報交流会

2019年度の活動がスタートしました

「ざっくばらんに交流しよう！〜居場所づくりと消費者団体の関わり パートⅡ〜

日時：2018年11月30日
（金）
13：30〜16：00（参加者32名）
会場：東京都消費生活総合センター 16階学習室A
主催：23区消費者団体交流会実行委員会

2018年11月30日
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〜

●2018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」
日時：2019年2月27日
（水）
10：30〜12：30
（参加者31名）
会場：東京都生協連会館3階会議室
東京都生協連消費者行政連絡会との共催
2018年度のまとめとして、昨年度より懇談自治体を半分にして隔年訪問としたこと
など変更した内容や1年間の取り組みの流れと成果を報告しました。懇談は24自治体
で実施され、地域の生協組合員や職員・消費者団体、事務局などのべ131名と行政職
員43名の参加がありました。その後、練馬区の消費者行政の取り組みとコープみらい、
東都生協、パルシステム東京から懇談に参加した感想が報告されました。後半はグルー
プワークを行い懇談に参加しての感想や今後の活動課題について話し合いました。
2019年2月27日
2019年度はグループワークで出された課題を検討し、より多くの団体や参加者で取組 東京の区市町村消費者行政調査活動
むことを目指していきます。
「報告・交流会」

編 集 後 記

「平成」の時代が終わりましたが、連絡センターの活動を通して振り返ると、巧妙化す
る悪質消費者被害やさまざまな消費者問題、貧困・格差の問題、プラスチックなどの
地球環境の問題など深刻で暮らしやすい社会ではありませんでした。新しい『令和』の時代には、やはり期待する気
持ちがあります。“地球上の誰一人として取り残さない社会"の実現のためのSDGs（持続可能な開発目標）を常に意
識しながら行動したいものです。（I.K）
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小浦 道子

◇2019年度調査活動、報告……………………………………………………………………………… P.4

報告（※詳しい報告はホームページを参照ください。）

今年で5回目となる23区内の消費者団体交流会は、毎回テーマを設定して他の分野
で活躍している方や行政の方などの報告を聞いて、みんなでざっくばらんに交流しな
がらテーマの内容を深めています。今回は
「居場所づくりと消費者団体の関わり」
をテー
マに3人の方より活動の報告をしていただきました。地域で活動するいろいろな団体が
生活課題の解決を図るため
「ふれあい粋
（いき）
・活
（いき）
サロン」
活動に取組んでいる
荒川区社会福祉協議会、行政と協働して啓発活動に取組み、年6回広報紙
「ぷりずむ」
を発行している練馬区消費生活センター運営連絡会、定年後の男性の居場所としてお
もちゃの修理を行うボランティア団体、おもちゃ病院・太田の活動についてお話を聞き
ました。
その後、グループごとに
「居場所づくりと消費者団体の関わり」
について話し合いま
した。そこでは、自分たちだけの組織で解決しようとしないで他団体と連携していくこ
とが大切という意見が多くありました。

東京消費者団体連絡センター
〒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

スケジュール
時

167号

第

私たちの暮らしを取り巻く政治、経済、社会は大きく変化しています。環境・エネルギーに関しては、
「パリ協定」
に基づき先進国は2050年までの温室効果ガス削減戦略を提出することになっています。日本でも「パリ協定に基づ
く成長戦略としての長期戦略に向けた懇談会」の提言を受けて、政府による温室効果ガス削減戦略案が作られパブ
コメ募集の後、6月末のG20前に策定する予定です。食品表示に関しては、消費者庁は「食品添加物表示制度に関
する検討会」を発足させました。消費者は添加物の表示を商品選択の際に参考にしていますし、アレルギー疾患の方
にとっては重要な表示です。消費者にとって分かりやすい表示となるよう検討会の審議に期待したいと思います。そ
の他、消費税率の引き上げ、一向に減少しない高齢者の消費者被害、成年年齢の引き下げ、プラスチックのゴミ問題、
水道法改正など消費者に関する課題は多様です。元号が「平成」から「令和」と変わり私たちのくらしを取り巻く社会
はどのようになっていくのでしょうか。
連絡センターとしては、10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、東日本大震災の被災地支援と復興に向けた活動、都内及び地域での連携やネットワークづくりの推進
など継続すべき課題と喫緊の課題についても取組んでいきます。2019年度も皆さまのご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

2019年度の体制
●代表委員（7名）
谷茂岡 正子（NPO 法人東京地域婦人団体連盟）
柿本 章子（主婦連合会）
西澤 澄江（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）
室岡 満美（消費科学センター）
●事務局長

小浦

道子

●事務局 池田

国田

研二（東京南部生活協同組合）

京子

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12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、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
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