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ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の早期中止を求めます
2022年2月24日に開始したロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続いています。軍事侵攻によりウクライナの各都
市が破壊され、子どもを含む多くの市民の命が奪われています。この軍事侵攻は国際ルールに反する明らかな侵略です。
日本政府として平和的外交手段により軍事侵攻の中止に向け積極的に取組んでいただきたいと思います。また、日本に
避難して来られたウクライナの方々の生活の支援を政府が中心となり行うことを求めます。

2022年度の活動がスタートしました
近年、地球温暖化による悪影響が懸念されてきましたが、コロナ禍が加わり、さらにロシアによるウクライナ侵攻が追
い打ちをかける結果となり穀物やエネルギーの高騰が起きています。これらのことは消費者の生活にも大きな影響を及ぼ
しています。かたや、消費者に関連する法制面に目を向けてみると、消費者の権利を守る消費者契約法・消費者裁判特
例法改正の論議が今国会で行われており、2021年度成立した特定商取引法改正に盛り込まれた契約書面等の電子化に係
る政省令の検討が進められています。また、今年は特商法の平成28年
（2016年）
改正法の5年後見直しの年に当たること
から、消費者団体が中心となり
「不招請勧誘」
や
「マルチ商法」
などに関する連続勉強会が行われています。そして、食の安
全に関しては、加工食品の原料原産地表示制度が2022年4月から施行されており、食品添加物の不使用表示に関するガ
イドラインも運用を開始しています。環境問題では、プラスチック資源循環法も2022年4月に施行されており、プラスチッ
ク使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化といったプラスチックに係る資源
循環の促進を謳っていますがどのように取組まれているか見ていく必要があります。さて、本年4月に成年年齢が18歳に
引き下げられ、18歳、19歳の消費者被害が懸念されています。消費者団体としても消費者被害防止の注意喚起や啓発を行っ
ていきたいと思います。ところで、PIO−NET端末機の貸与制度が変わり入力するパソコンは自治体の負担になるそうです。
PIO−NETに集められた消費者被害事例は消費者への被害防止情報や国の法改正検討時に立法事実として役立てられて
いるものです。この方針変更が消費者行政の後退につながらないようにしなければなりません。PIO−NET端末機の設置
に必要な予算が負担できない自治体への支援を東京都と連携して国に対して求めていきたいと考えています。
2022年度も消費者のいのちとくらしを守り、消費者の権利を確立するために取組んでいきますので、ご理解とご協力
をいただきますようお願い申し上げます。

2022年度の体制
●代表委員（6名）
谷茂岡 正子（NPO 法人東京都地域婦人団体連盟） 柿本 章子（主婦連合会）
江木 和子（東京都地域消費者団体連絡会）
佐久間 千絵（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）
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）
清水 洋子（目黒区消費者グループ連絡会）
鯉沼 裕子（生活協同組合コープみらい）
●事務局長 小浦 道子
●事務局次長 星野 綾子

参加団体（17団体

2022年4月15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、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、
目黒区消費者グループ連絡会
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2021年度活動のまとめと2022年度活動課題
２０２１年 度 活 動 の ま と め
2021年度も新型コロナウィルスの感染状況を鑑み、オ
ンラインでの活動が中心の年度となりました。定例会もオ
ンライン開催になっており、１時間30分の開催時間の内、
団体間のコミュニケーションを図るために30分は交流の時
間を確保しました。
また、連絡会の役割として各団体や、国、東京都の学習
会情報やパブコメ募集、その他共有しておくべき情報提供
に努めました。

１. 消費者行政の充実・強化に向けて

（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。

２０２１年６月２２日
内閣府特命担当大臣

井上

信治

消費者庁長官

伊藤

明子

消費者委員会委員長

山本

隆司

様
様
様

東京消費者団体連絡センター
代表委員
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
東京都生活協同組合連合会

谷茂岡 正子
柿本
江木

章子
和子

佐久間 千絵
秋山

純

東京都に対して２本「東京都森づくり推
進プラン（案）」「消費生活基本計画の改定
についての中間のまとめ」、国に対して７本
「第６次エネルギー基本計画」「消費者契約
に関する検討会報告書」などの意見を提出
しました。
6月22日 提出意見
多摩のくらしを考えるコンジュ―
マーズ・ネットワーク

事務局長

五十嵐ちづ子
小浦

道子

「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を
改正する法律」の成立に関する意見

６月９日、特定商取引法と預託法を改正する法案、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図

るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が参議院本会議において可決・成立し
ました。

東京消費者団体連絡センターでは、販売預託の原則禁止や、詐欺的な定期購入商法、送り付け商

法への規制強化などが盛り込まれた消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検

討委員会」報告書に沿った法改正の実現を求め意見書を提出しました。また、法改正を後押しする

取組みとして東京都生活協同組合連合会と共同で、東京都議会から国に対して改正を求める意見書

提出を採択いただくようはたらきかけを行いました。今回、報告書に沿った法改正が実現できた点
については評価します。

しかし、突如として盛り込まれた、消費者の承諾をもって契約書面を電磁的方法により送付する

ことを可能とする条文については、高齢者や若年者をはじめ消費者の被害拡大が危惧されることか

ら、条文の削除を求める意見書を提出しました。同様の意見は、全国の消費者団体、弁護士会、司法
書士会、地方議会など 164 団体からも出されました。

衆議院消費者問題に関する特別委員会、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会では、
法案の修正を求める消費者の声を受け止めていただき契約書面の電子化の条文削除を求める議論が

（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
消費者行政の活性化・充実を目指して、東京都生協連消費者行
るよう尽力しました。
政連絡会と共同して取組んでいる区市町村消費者行政調査活動
＜参画した委員会等＞ 東京都消費生活対策審議会、東京都消
は１２回目となりました。
「懇談担当責任者打ち合わせの会」
「学
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
習と懇談に向けて」
「報告・交流会」はオンラインで開催し、秋
会議、消費者庁消費者契約に関する検討会
の訪問・懇談のアポ取り前に、各自治体の感染予防対策の方針と
＜懇談会＞東京都消費生活総合センター利用者懇談会（書面開催）
して訪問が可能か、可能な場合の
人数制限、また、オンライン開催
２．
くらしの安全・安心を求めて
する場合の通信環境等について事
（１）くらしを守る課題に取り組み、学習や情報提供等を
務局で問い合わせを行いました。
行いました。
懇談はオンラインを基本に行い、
第６次エネルギー基本計画策定の年度に当たり、ＮＰＯ法人な
訪問を希望される自治体へは参加
どが主催するエネルギー、環境問題の学習会の情報を提供しまし
人数を絞って実施しました。オン
た。経済産業省資源エネルギー庁の第６次エネルギー計画（案）
ラインでの懇談１９自治体、訪問・
2021年11月17日 訪問・懇談
（荒川区）
に対して意見書を提出しました。
懇談４自治体

（１）区市町村消費者行政調査活動に取組みました。

（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。
２つの学習会を行いました。
・「特定商取引法・預託法改正で
変わること」
   ７月29日（木）参加人数21名
・「デジタル化社会の現状と課題」
2021年7月29日 学習会講師
  ３月１日（火）参加人数50名（当
釜井英法弁護士
日参加26名、後日動画配信希望24名）

（３）2022 年度東京都予算への要望活動を行いました。
新型コロナウィルス感染感染状況から東京都、都議会ヒアリン
グにオンラインで要望を伝えました。連絡センターからの参加は
延べ 26 名でした。
2022 年度東京都予算に対しては、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、プラスチック削減
と３Ｒ推進に取組んで欲しいこと
を要望しました。また、都立病院・
公社病院の地方独立行政法人化
に反対する旨を伝えました。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 2021年9月3日 2022年度東京都予算
要望 都議会自由民主党ヒアリング
いただきました。

（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。
東京都消費生活基本計画の次期改正に向け、計画（案）を共
有し意見を提出しました。また、全国消団連を中心に立ち上げた
「改正消契法・特例法幹事会」に参加し、消費者に関わる法律の
改正成立に取組みました。さらに、特定商取引法の５年後見直し
に向け、改正が必要な課題を共有し世論を醸成するために情報提
供、意見交換を行いました。
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（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、情報提供等を行いました。
「食品添加物不使用表示ガイドライン（案）
」に意見を提出しま
した。また、農林水産省からの食中毒の注意喚起や関東農政局
米粉メールマガジンを情報提供し米粉の普及に協力しました。

（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。
東京都生協連主催のふくしまの食の安全の取り組みを知る学習
会
「ふくしまの農業の現状とこれからの展望」に協賛、
参加しました。

（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＞ 東京都食品安全審議会、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、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、農林水産
省農業資材審議会農薬分科会、ユニバーサルサービス支援業務
諮問委員会、電話リレーサービス支援業務諮問委員会、標準営
業約款推進及び登録審査会
＜懇談会等＞ 個人タクシー利用者懇談会、雪印メグミルク企業
倫理委員会消費者部会

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。
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組みました。
今年度も新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からオンライン

開催されたＷＥＢ交流フェスタ 2021のウェブースに「消費者
被害防止」のテーマで参加しました。その他、メインシンポ
ジウムや地域会場の企画にも参加しました。

（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、連携活動を進めました。
３月５日の全国消費者大会に向け、実行委員会のメンバーと
して企画、運営を行いました。また、ＴＯＫＹＯ消費者行政充
実ねっと幹事会に出席し弁護士、消費生活相談員の方たちと
消費者行政に関して情報交換を行いました。

（３）参 加団体との活動の連携を図りました。また、参加団体
を増やす取組みとして消費者団体連絡会がある行政を通
して関係を構築するように努めました。
参加団体が企画した学習会やシンポジウムを案内し、参加を呼びかけ
ました。また、定例会の交流の時間に学習会の報告を行い、他団体の活
動の参考にしてもらいました。また、消費者行政調査活動で懇談を行っ
た自治体の消費者行政担当者との連携は進められましたが、懇談に参加
した消費者団体との関係づくりを進めることができませんでした。

（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。
＜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、関東食育推進ネットワーク、と
うきょう米粉ネットワーク、一般社団法人消費者市民社会を
つくる会、カジノいらない！東京連絡会

７月１２日に第１０回
「多摩地域の消費者団体交流会
『地球温暖化まっ
たなし！～これから私たちはどうすればよいか～』
」
、１１月２５日に第
８回「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
～オンラインで輪を広げよう 仲間を増やそう～」をオンライン開催
しました。

2021 年度の活動報告
月 日
2021/7/12

内 容
多摩地域の消費者団体交流会（実行委員会事務局として参加）

講 師、 他
参加人数
高村ゆかりさん（東京大学教授）
54名
西脇勇二さん（東京都環境局）
高森郁哉さん（多摩循環型エネルギー協会理事）
2021/7/29 学習会「特定商取引法・預託法改正で変わること～消費者被害が少 釜井英法さん（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員長）
21名
なくなるってホント？～
2021/8/31、 2022 年度東京都予算に対する要望活動
東京都及び東京都議会 5 会派
延べ26名
9/3，6
2021/9/2
東京の消費者行政 学習と懇談にむけて
工藤穣治さん（東京都生活文化局消費生活部長）
120名
2021/11/25 ２３区消費者団体活動情報交流会（実行委員会事務局として参加）
36名
2022/1/29 第２７回オンライン消費者問題リレー報告会（消費者法ニュース発行
会議主催）
2022/2/8 ふくしまの農業の現状とこれからの展望（協賛）
五十嵐優さん（
「ふくしまの今を語る人」県外事業事務局）
33名
松井章房さん（消費者庁消費者安全課）
景井愛実さん（Berry‘ ｓ Garden 代表）
2022/2/18 東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「まとめ・報告会」
28名
2022/3/1 学習会「デジタル社会の現状と課題」
清水雅彦さん（日本体育大学スポーツマネジメント学部教授・憲法学）
51名
2022/3/9 「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
119名
地方消費者行政プロジェクト実行委員会参加）
2022/3/5 「全国消費者大会」第１～第 3 セッション（実行委員会参加）
延べ426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）
通年
東京にカジノいらない！連絡会活動
2021/5,10 連絡センター通信 第 170 号 , 第 171 号発行
※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。

2 0 2 1年 度 提 出した 意 見 書
月 日
2021/4/28
2021/5/7
2021/6/4
2021/6/22

意 見 書
「消費者基本計画工程表改定素案」に関する意見
「民事訴訟法（IT 化関係）等の改正に関する中間試案」に対する意見
森づくり推進プラン（案）に関する意見
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関す
る法律等の一部を改正する法律」の成立に関する意見

2021/9/30
第６次エネルギー基本計画策定に向けた意見
2021/10/21 消費者契約に関する検討会報告書に関する意見
2021/11/6 「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」報告書に関する意見
2021/12/29 東京都消費者基本計画中間まとめに対する意見
2022/1/21
食品添加物の不使用表示に関するガイドライン（案）に関する意見

提 出 先
消費者庁消費者政策課
法務省民事局参事官室
東京都産業労働局農林水産部森林課
内閣府特命担当大臣
消費者庁長官
消費者委員会委員長
経済産業省資源エネルギー長官官房総務課
消費者庁消費者制度課
消費者庁消費者制度課
東京都生活文化局消費生活部企画調整課
消費者庁食品表示企画課

2022年度活動課題
（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。
（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
（１）区市町村消費者行政調査活動に取組みます。
て要望を伝える活動を進めます。
１３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 （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
取組み、地域の消費者行政の充実・強化の働きかけをします。
策に反映させていきます。
学習会や訪問・懇談等の開催方法は感染の状況を見て判断し
２．くらしの安全・安心を求めて
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組み （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
ます。
きます。
（３）2023 年度東京都予算への要望活動を行います。
（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

１. 消費者行政の充実・強化に向けて
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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。

＜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、関東食育推進ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク、一般
社団法人消費者市民社会をつくる会、カジノいらない！東京連絡会

（３）参加団体との活動の連携を図ります。また、参加団体を増や
す取組みとして消費者団体連絡会がある行政を通して関係を
３．他団体との連携やネットワークづくり
構築します。
（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、 （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
東京都との協働事業を推進します。
トワークづくりや活動交流に取組みます。第９回「２３区消
（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
費者団体活動情報交流会」
、第１１回「多摩地域の消費者団
参加し、連携活動を進めます。
体交流会」を実行委員会主催で開催します。

2022
年度

スケジュール

区市町村消費者行政調査活動に取組んでいきます

時

2021年度は新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から参集する会は
すべてオンラインで開催しました。今年度もこの経験をもとにオンラインを中心
に東京都生協連消費者行政連絡会と共同して取組みます。区市町村との懇談もオ
ンラインを基本に実施する予定です。

報

告

（※詳しい報告はホームページをご参照ください）

期

項 目

2022年 6月 アンケート調査/懇談担当団体募集
7月 アンケート集約
8月 懇談担当責任者打合せの会
9月 学習会「学習会と懇談に向けて」
10〜11月 “区市町村との懇談”
2023年 2〜3月 まとめ「報告・交流会」

●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！〜オンラインで輪を広げよう 仲間をふやそう〜
日時：11月25日
（木）
13：30〜15：30（Zoomによるオンライン開催） 参加者：38名
主催：
「23区消費者団体活動情報交流会」実行委員会
協賛：東京都消費者月間協賛事業
コロナ禍で活動に制約がある中、地域の消費者団体は様々な工夫をして活動に取り組んでいます。
今年度は
「オンラインを活用した活動」
をテーマに、
「オンライン講座開設までの準備と見えてきた課題」
「デジタル消費生活展の取り組み」
「消費生活展のアーカイブ作成」
「YouTubeを活用してみよう」
という内容の活動報告を行いました。その後、「私たちにもできそうなこと、
やってみたいこと」
を、少人数のグループワークでざっくばらんに交流しました。グループワークでは、オンラインに対して苦手意識のある
人に、やってみようと思ってもらえる学習会を開催したい、新しいことについていけないという思い込みをやめる、どうしようか迷っても、やっ
てみることが大事だと思いました、など積極的な発言が多く出され、4つの取組報告から元気がもらえた交流会となりました。

●2021年度東京の消費者行政調査活動の「報告・交流会」
日時：2月18日
（金）
14：00〜15：30
（Zoomによるオンライン開催） 参加者：38名
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
2021年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため学習会などはZoomを活用してオンライン
で開催しました。また、懇談はオンラインと訪問の2通りで行いましたが、いずれも60分間という短
時間に設定したことから
「懇談でお話しいただきたいこと」
を事前に集約・送付するなどの工夫をし
ました。2021年度の取組報告と2022年度に向けての課題について事務局からお話した後、東村
山市の消費者行政の取り組みとコープみらい、パルシステム東京、東都生協の組合員より懇談に
参加した感想を報告していただきました。今年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることから、
グループ交流でも成年年齢引下げに関する啓発に取組んでいきたいという意見が目立っていました。

●学習会「デジタル化社会の現状と課題」
日時：3月1日
（月）13：30〜15：30（Zoomによるオンライン開催） 参加者：51名

デジタル化社会の現状と課題について憲法学の観点から清水雅彦先生にご講演いただきました。
私たちはクレジットカードやJR等の非接触型IC乗車カード、携帯電話など便利に使っていますが、利用時に収
集した個人情報を本人の承諾なく利用される可能性があるので注意が必要です。又、各所に設置されている
「防
犯カメラ」や
「Nシステム
（自動車ナンバー自動読取システム。97年以降は人物も撮影）」
などもデジタル化が進
み機能が進化することで、撮影するだけで個人が特定できてしまう恐れがある。また、共通番号制度（マイナン
バー制度）
は戸籍・旅券・預貯金・医療・介護・健康情報などでの共通番号の利用範囲の拡大が進められて
いることや、デジタル庁が発足し、個人番号カードの健康保険証としての利用が開始され、順次、個人番号カー
ド機能をスマホに搭載、運転免許証と個人番号カードとの一体化が予定されていること、自治体の情報システ
日本体育大学
ムがデジタル庁により一元管理され、共通番号によって金融・運転免許・前科歴情報などが今後紐づけされ スポーツマネジメント学部教授・
ることでデジタル監視へ進んでいくのではないかとお話しされました。私たちはデジタル化社会の中で便利さ
憲法学
清水雅彦さん
を享受するだけでなく、監視・管理されている社会でくらしているという事を意識していかなければならない
ということを学びました。

編 集 後 記

4月に出されたIPCC
（気候変動に関する政府間パネル）
の報告書で、このままでは今世紀末の平均
気温は3.2℃上昇するとして、2025年までに温室効果ガスの排出量を減少に転じさせる必要がある
との指摘がされました。ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー状況が変化し、気候変動対策に影響を及ぼすのではという懸
念もありますが、ここで立ち止まることなく脱炭素社会の実現に向け、出来ることを考え行動することが大切だと思います。
（A.H）
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