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　4月から消費税が8%になり、生活場面でひしひしと実感するようになりました。便乗値上げへの監視と共に税金
の使途をしっかり注視していく必要があります。くらしや社会をめぐっては、歴史の歩みの中で打ち立てられてきた
権利が、状況によっては弱まっていくことにつながりはしないかと危惧を抱くこともあり、人々が幸せに生きられる
社会づくりを引き続き追及していかねばなりません。
　さて、昨年は、集団的消費者被害回復のための訴訟制度が「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」として実現し、画期的な一歩が記されました。3年以内の施行に向けた制度の充
実や確実な運用などの課題に今年度からの取り組みが大事になってきます。消費者市民社会の構築をめざしての消
費者教育の推進、地域での連携やネットワークづくりの推進、東日本大震災を風化させず、着実な復興を応援･支
援していくこと、脱原発をめざし、持続可能な社会づくりに関わっていくことなど、安全・安心な生活の確保を求め、
重要な諸課題を2014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。

２０１４年度の活動がスタートしました２０１４年度の活動がスタートしました

●代表委員（7名）
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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～

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：2014年1月17日現在）

　第３回多摩地域の消費者団体交流会～　

日　時　：　６月２７日（金）１０：３０～１２：３０
場　所　：　東京都生協連会館3階Ｃホール　　　　　　　　　　　　
講　師　：　東京都生活文化局消費生活部長　山本　明さん、企画調整課長　吉村　幸子さん
内　容　：　①東京都の消費者行政について

　　　　　　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

日　時　：　７月１０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　：　○リレートーク（行政、消費者団体・生協、弁護士会から連携の取組事例や課題を報告予定）　　　　　　　　 　 　
　　　　　　○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、ＴＯＫＹ
Ｏ消費者行政充実ねっと、東京都生協連消費者行政連絡会、東京消費者団体連絡センター）

　健康食品は今や2兆円産業ともいわれていますが、健康食品による健康被
害や財産被害等の消費者トラブルも発生しています。当日は、事前に取った
アンケート555枚の結果報告と、「健康食品の基礎知識、東京都の取組」に
ついて東京都福祉保健局健康安全部食品監視課係長福田博保さんから、「消
費者としてどうとらえる、国の対応状況など」についてコーディネーターの主
婦連合会事務局長佐野真理子さんから、それぞれお話しいただき意見交換
しました。あらためて健康食品についての基礎知識を学び、安全性や有効性、販売方法等の課題についても理解を深め、利
用について今後に活かすことや、国で導入が検討されている機能性表示についても考える機会となりました。

　2013年度の取り組みの特徴や5つの目的に沿った成果と課題、2014年
度の取り組みが報告されました。また、リレートークでは三鷹市消費生活
センター長、コープみらい、パルシステム東京、葛飾区消団連から報告が
ありました。後半のワークショップ（１２グループ）では、５つの目標での課
題について話し合い、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年度予算及び活性化基金について、２０１４年度消費者行政の重点施策、消費者教育
アクションプログラムについて）

学習会　あなたは大丈夫？「健康食品のウソ・ホント？」　

2013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、さらなるつながりづくりに向けて！～　

2014年2月28日（金）10：00～12：30（参加者81名）

　2013年11月29日（金）10：00～１2：00（参加者27名）

報告

催しのご案内

（＊詳しい報告はホームページを参照ください）

サクラから新緑へと、気分晴れやかな季節が続きます。くらしや社会も安寧である
よう、今年も活気のある活動を展開していきます。（Y.Y）

編 集 後 記
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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） 4 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・強化や行政と消費者団体・生協と
の連携につなげました。また、消費者教育推進法の施行
や東京都の消費者教育推進計画やアクションプランの策
定を受け、その推進に取り組みました。
① 消費者行政調査の取り組みでは、区市町村とのパイプ形
成も定着し始め、連携協力も少しづつ進んできています。
また懇談等への新たな参加者も増えており、さらに取り
組みを進展させていくことが課題となっています。一般
社団法人全国消費者団体連絡会より、東京都生協連消費
者行政連絡会と共同のこの取組に対して「第 3回いきい
き消費者行政パートナーシップ表彰」を 53区市町村の
消費者行政担当部署と共に受けました。
② 消費者教育推進に向けて学習会や情報提供に取り組み、
国民生活センター主催の「全国消費者グループフォーラ
ム」で『消費者教育推進に向けた情報収集と発信の取り
組み』を発表しました。

（2） 2014 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。また、国や東京都の施策に対する
意見書提出や、「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」
の早期創設に向けた運動を全国の消費者団体と共に取組
み、12月に新たな法律が可決・成立しました。
① 東京都予算への要望活動は、2013 年 9 月に 10 団体が
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。
②  「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の早期創設
に向けて、全国の 54賛同団体で運動に取組んできまし
た。4月には法案の閣議決定を受け、今国会での実現を
求める緊急アピールを発信し、5月には院内集会を開催
しました。法案が継続審議となったため、6月に次期臨
時国会での実現を求めるア
ピールを発信し、10 月に
再び院内集会を開催しまし
た。国会議員への要請行動
にも取組み、運動の成果が
実って 12月 4日に「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
続の特例に関する法律案」が可決、成立しました。3年
以内の施行に向けて、新訴訟制度の充実やその後の確実
な運用などの課題に引き続き取組んでいきます。

（3）国や都、民間団体等の６委員会等への参画や定期的な懇
談会等を通して、消費者・消費者団体の声が施策等に反
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、消費税率引き上げに伴う公

共料金の改定に対する要望活動や、消費税、社会保障、震
災課題、エネルギー問題についての情報提供等に取り組み
ました。また、東京電力とは定期的に意見交換の場を設け
ました。
○ 消費税率引き上げに伴う東京都の交通運賃及び水道料金
の改定に対して、都議会各会派へ要望活動を行いました。
水道料金については、全国消団連と共催で学習会を開催
して要望活動に臨みました。

（2） 食の安全・安心を求めて、意見書提出や情報提供に取り
組みました。健康食品については、アンケート活動や学
習会に取り組みました。　　
①  「平成26年度東京都食品衛生監視指導計画案」について
意見書を提出しました。
②  健康食品についてのアンケート活動を行い（回収555枚）、
「健康食品ウソ・ホント？」についての学習会につなげま
した。学習会では基礎知識や東京都の取り組み、国の機
能性表示検討の動き等について学ぶと共に、消費者とし
てどう捉えていくか意見交換しました。

③    食品安全セミナーを実施
し、グリコ北本工場の見学
や研修を通してHACCPに
ついて認識を深めました。

（3）  国や都、民間団体等の 18
委員会等に参画や定期的な
懇談会等を通して、消費者・
消費者団体の声を施策等に
反映させました。

 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」会
場では、連絡センターの
ブースで「区市町村消費者
行政調査」活動のアンケー
ト結果報告やクイズ、健康
食品アンケート、駅前放置自転車クリーンキャンペーン
に取り組み、啓発活動を行いました。　

（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、特定非営利活動法人消費者機構日本（適格消費者団体）、
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、地方消費者グルー
プ・フォーラム IN千葉
＜協賛＞東京23区とことん討論会　　

（3）参加団体との連携を進めました。
清瀬市消費者団体連絡会が加入し、参加団体が18団体に
なりました。また、コープみらいフェスタを後援しました。

（4）都内消費者団体とのネットワークをさらに一歩進めました。
①  多摩地域の消費者団体交流会は実行委員会方式で2回目
を開催し、「消費者教育推進法をどう活かす！」のテーマ
で活発な交流会となりました。
②   23 区消費者団体懇談会を関係団体とスタートさせまし
た。2回の懇談会では、地域の実情や消費者団体の悩み
や課題、行政との関係等について、学習も含め情報交流
しました。

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を引き続き東京都生協

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。

（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
組んでいきます。

（3） 東京都予算への要望活動や、国や東京都の施策に対する
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。

（4） 行政等の審議会等への参画等を通し、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。
（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） 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を広げます。

2013 年度の活動
月　日 内　容 参加人数

2013/ 5/ 8 「集団的消費者被害回復訴訟制度」の今国会での実現を求める院内集会（賛同 54団体） 142名
2013/ 6/26 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） 52名
2013/ 7/ 8 第２回多摩地域の消費者団体交流会「消費者教育推進法をどう活かす！」（実行委員会） 64名
2013/ 9/ 5 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） 139名
2013/ 9/13 ミニ学習会「『全国初の東京都消費者教育推進計画とアクションプログラム』をどう活かす！」 20名
2013/10・11 ５２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 354名
2013/10・11 「健康食品アンケート」（東京都消費者月間「交流フェスタ」会場と参加団体で実施） 回収 555枚
2013/10/29 「集団的消費者被害回復訴訟制度」の次期臨時国会での実現を求める院内集会（賛同54団体） 161名
2013/11/29 学習会「健康食品のウソ・ホント？」 27名
2014/ 1/31 地方消費者グループフォーラム in 千葉（実行委員会） 261名
2014/ 2/10 水道料金学習会（全国消団連と共催） 15名
2014/ 2/13 食品セミナーと工場見学（グリコピアイースト）（食品産業センターと共催） 13名
2014/ 2/15 消費者市民社会を考えるシンポジウム in 豊島「消費者被害はこう防ぐ！」（実行委員会） 39名
2014/ 2/28 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） 81名
2014/3/14・15 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会） のべ 533名
6/14、12/13、2/７ 東京電力からの報告と意見交換会（３回） のべ 24名
10/16、10/25・
26、他 東京都消費者月間（実行委員会）
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2013 年度提出した意見書
月　日 意　見　書 提　出　先

2013/ 4/19 集団的消費者被害回復訴訟制度実現緊急アピール

2013/ 6/19 集団的消費者被害回復訴訟制度の次期臨時国会での実現を求めるアピール

2013/ 9 /3・5・6 2014 年度東京都予算への要望 東京都知事と都議会
5会派

2013/ 9 /27 商品先物取引についての不招請勧誘禁止規定撤廃に反対する意見書 内閣総理大臣他

2013/11/29 「国から地方消費者行政に対する継続的な財政措置の増額と PIO － NET 配備の充実強化
を求める意見書

消費者担当大臣他

2013/12/5・6 消費税率引き上げに伴う東京都交通運賃の改定についての要望 都議会各会派

2014/ 1 /27 「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について（案）」への意見 消費者庁

2014/ 2 /10 「平成 26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

2014/ 2 /21、
3/3・4

消費税率引き上げに伴う東京都水道料金改定に関する要望 都議会各会派

2013 年度のまとめ

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　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　

2014年　6月27日
7月
9月

10～11月
2014年　3月

学習意見交換会「東京の消費者行政について」
アンケート調査
キックオフ集会
“区市町村との懇談” 
まとめ報告会

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査活動について
　２０１３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。
　地方消費者行政をめぐっては、上積みされた地方消費者行政活性化
基金の活用や先駆的プログラムの運用、消費者教育のさらなる展開、
地域連携などが課題となっています。こうした動きを踏まえながら、
2014年度は、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。

2014年度

スケジュール

52 区市町村消費者行政担当者と
の懇談（八王子市）

9/5 ｢キックオフ集会｣

9/6 東京都との懇談

「健康食品アンケート」555枚回収

「健康食品アンケート」555枚回収
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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） 4 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・強化や行政と消費者団体・生協と
の連携につなげました。また、消費者教育推進法の施行
や東京都の消費者教育推進計画やアクションプランの策
定を受け、その推進に取り組みました。
① 消費者行政調査の取り組みでは、区市町村とのパイプ形
成も定着し始め、連携協力も少しづつ進んできています。
また懇談等への新たな参加者も増えており、さらに取り
組みを進展させていくことが課題となっています。一般
社団法人全国消費者団体連絡会より、東京都生協連消費
者行政連絡会と共同のこの取組に対して「第 3回いきい
き消費者行政パートナーシップ表彰」を 53区市町村の
消費者行政担当部署と共に受けました。

② 消費者教育推進に向けて学習会や情報提供に取り組み、
国民生活センター主催の「全国消費者グループフォーラ
ム」で『消費者教育推進に向けた情報収集と発信の取り
組み』を発表しました。

（2） 2014 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。また、国や東京都の施策に対する
意見書提出や、「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」
の早期創設に向けた運動を全国の消費者団体と共に取組
み、12月に新たな法律が可決・成立しました。
① 東京都予算への要望活動は、2013 年 9 月に 10 団体が
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。

②  「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の早期創設
に向けて、全国の 54賛同団体で運動に取組んできまし
た。4月には法案の閣議決定を受け、今国会での実現を
求める緊急アピールを発信し、5月には院内集会を開催
しました。法案が継続審議となったため、6月に次期臨
時国会での実現を求めるア
ピールを発信し、10 月に
再び院内集会を開催しまし
た。国会議員への要請行動
にも取組み、運動の成果が
実って 12月 4日に「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
続の特例に関する法律案」が可決、成立しました。3年
以内の施行に向けて、新訴訟制度の充実やその後の確実
な運用などの課題に引き続き取組んでいきます。

（3）国や都、民間団体等の６委員会等への参画や定期的な懇
談会等を通して、消費者・消費者団体の声が施策等に反
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、消費税率引き上げに伴う公

共料金の改定に対する要望活動や、消費税、社会保障、震
災課題、エネルギー問題についての情報提供等に取り組み
ました。また、東京電力とは定期的に意見交換の場を設け
ました。
○ 消費税率引き上げに伴う東京都の交通運賃及び水道料金
の改定に対して、都議会各会派へ要望活動を行いました。
水道料金については、全国消団連と共催で学習会を開催
して要望活動に臨みました。

（2） 食の安全・安心を求めて、意見書提出や情報提供に取り
組みました。健康食品については、アンケート活動や学
習会に取り組みました。　　
①  「平成26年度東京都食品衛生監視指導計画案」について
意見書を提出しました。
②  健康食品についてのアンケート活動を行い（回収555枚）、
「健康食品ウソ・ホント？」についての学習会につなげま
した。学習会では基礎知識や東京都の取り組み、国の機
能性表示検討の動き等について学ぶと共に、消費者とし
てどう捉えていくか意見交換しました。

③    食品安全セミナーを実施
し、グリコ北本工場の見学
や研修を通してHACCPに
ついて認識を深めました。

（3）  国や都、民間団体等の 18
委員会等に参画や定期的な
懇談会等を通して、消費者・
消費者団体の声を施策等に
反映させました。

 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」会
場では、連絡センターの
ブースで「区市町村消費者
行政調査」活動のアンケー
ト結果報告やクイズ、健康
食品アンケート、駅前放置自転車クリーンキャンペーン
に取り組み、啓発活動を行いました。　

（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、特定非営利活動法人消費者機構日本（適格消費者団体）、
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、地方消費者グルー
プ・フォーラム IN千葉
＜協賛＞東京23区とことん討論会　　

（3）参加団体との連携を進めました。
清瀬市消費者団体連絡会が加入し、参加団体が18団体に
なりました。また、コープみらいフェスタを後援しました。

（4）都内消費者団体とのネットワークをさらに一歩進めました。
①  多摩地域の消費者団体交流会は実行委員会方式で2回目
を開催し、「消費者教育推進法をどう活かす！」のテーマ
で活発な交流会となりました。
②   23 区消費者団体懇談会を関係団体とスタートさせまし
た。2回の懇談会では、地域の実情や消費者団体の悩み
や課題、行政との関係等について、学習も含め情報交流
しました。

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を引き続き東京都生協

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。

（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
組んでいきます。

（3） 東京都予算への要望活動や、国や東京都の施策に対する
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。

（4） 行政等の審議会等への参画等を通し、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。
（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） 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を広げます。

2013 年度の活動
月　日 内　容 参加人数

2013/ 5/ 8 「集団的消費者被害回復訴訟制度」の今国会での実現を求める院内集会（賛同 54団体） 142名
2013/ 6/26 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） 52名
2013/ 7/ 8 第２回多摩地域の消費者団体交流会「消費者教育推進法をどう活かす！」（実行委員会） 64名
2013/ 9/ 5 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） 139名
2013/ 9/13 ミニ学習会「『全国初の東京都消費者教育推進計画とアクションプログラム』をどう活かす！」 20名
2013/10・11 ５２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 354名
2013/10・11 「健康食品アンケート」（東京都消費者月間「交流フェスタ」会場と参加団体で実施） 回収 555枚
2013/10/29 「集団的消費者被害回復訴訟制度」の次期臨時国会での実現を求める院内集会（賛同54団体） 161名
2013/11/29 学習会「健康食品のウソ・ホント？」 27名
2014/ 1/31 地方消費者グループフォーラム in 千葉（実行委員会） 261名
2014/ 2/10 水道料金学習会（全国消団連と共催） 15名
2014/ 2/13 食品セミナーと工場見学（グリコピアイースト）（食品産業センターと共催） 13名
2014/ 2/15 消費者市民社会を考えるシンポジウム in 豊島「消費者被害はこう防ぐ！」（実行委員会） 39名
2014/ 2/28 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） 81名
2014/3/14・15 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会） のべ 533名
6/14、12/13、2/７ 東京電力からの報告と意見交換会（３回） のべ 24名
10/16、10/25・
26、他 東京都消費者月間（実行委員会）

2013/5・10 連絡センター通信（年２回発行）

2013 年度提出した意見書
月　日 意　見　書 提　出　先

2013/ 4/19 集団的消費者被害回復訴訟制度実現緊急アピール

2013/ 6/19 集団的消費者被害回復訴訟制度の次期臨時国会での実現を求めるアピール

2013/ 9 /3・5・6 2014 年度東京都予算への要望 東京都知事と都議会
5会派

2013/ 9 /27 商品先物取引についての不招請勧誘禁止規定撤廃に反対する意見書 内閣総理大臣他

2013/11/29 「国から地方消費者行政に対する継続的な財政措置の増額と PIO － NET 配備の充実強化
を求める意見書

消費者担当大臣他

2013/12/5・6 消費税率引き上げに伴う東京都交通運賃の改定についての要望 都議会各会派

2014/ 1 /27 「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について（案）」への意見 消費者庁

2014/ 2 /10 「平成 26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

2014/ 2 /21、
3/3・4

消費税率引き上げに伴う東京都水道料金改定に関する要望 都議会各会派

2013 年度のまとめ

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　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　

2014年　6月27日
7月
9月

10～11月
2014年　3月

学習意見交換会「東京の消費者行政について」
アンケート調査
キックオフ集会
“区市町村との懇談” 
まとめ報告会

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査活動について
　２０１３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。
　地方消費者行政をめぐっては、上積みされた地方消費者行政活性化
基金の活用や先駆的プログラムの運用、消費者教育のさらなる展開、
地域連携などが課題となっています。こうした動きを踏まえながら、
2014年度は、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。

2014年度

スケジュール

52 区市町村消費者行政担当者と
の懇談（八王子市）

9/5 ｢キックオフ集会｣

9/6 東京都との懇談

「健康食品アンケート」555枚回収

「健康食品アンケート」555枚回収



●目 次

　4月から消費税が8%になり、生活場面でひしひしと実感するようになりました。便乗値上げへの監視と共に税金
の使途をしっかり注視していく必要があります。くらしや社会をめぐっては、歴史の歩みの中で打ち立てられてきた
権利が、状況によっては弱まっていくことにつながりはしないかと危惧を抱くこともあり、人々が幸せに生きられる
社会づくりを引き続き追及していかねばなりません。
　さて、昨年は、集団的消費者被害回復のための訴訟制度が「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」として実現し、画期的な一歩が記されました。3年以内の施行に向けた制度の充
実や確実な運用などの課題に今年度からの取り組みが大事になってきます。消費者市民社会の構築をめざしての消
費者教育の推進、地域での連携やネットワークづくりの推進、東日本大震災を風化させず、着実な復興を応援･支
援していくこと、脱原発をめざし、持続可能な社会づくりに関わっていくことなど、安全・安心な生活の確保を求め、
重要な諸課題を2014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。

２０１４年度の活動がスタートしました２０１４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）
　遠藤　恵（生活協同組合コープみらい）　　八代田道子（清瀬市消費者団体連絡会）

●事務局長　矢野　洋子　●事務局　橋本　恵美子　

♦2014年度の活動スタート　 …………………………………………………………………………… P.1
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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～

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：2014年1月17日現在）

　第３回多摩地域の消費者団体交流会～　

日　時　：　６月２７日（金）１０：３０～１２：３０
場　所　：　東京都生協連会館3階Ｃホール　　　　　　　　　　　　
講　師　：　東京都生活文化局消費生活部長　山本　明さん、企画調整課長　吉村　幸子さん
内　容　：　①東京都の消費者行政について

　　　　　　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

日　時　：　７月１０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　：　○リレートーク（行政、消費者団体・生協、弁護士会から連携の取組事例や課題を報告予定）　　　　　　　　 　 　
　　　　　　○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、ＴＯＫＹ
Ｏ消費者行政充実ねっと、東京都生協連消費者行政連絡会、東京消費者団体連絡センター）

　健康食品は今や2兆円産業ともいわれていますが、健康食品による健康被
害や財産被害等の消費者トラブルも発生しています。当日は、事前に取った
アンケート555枚の結果報告と、「健康食品の基礎知識、東京都の取組」に
ついて東京都福祉保健局健康安全部食品監視課係長福田博保さんから、「消
費者としてどうとらえる、国の対応状況など」についてコーディネーターの主
婦連合会事務局長佐野真理子さんから、それぞれお話しいただき意見交換
しました。あらためて健康食品についての基礎知識を学び、安全性や有効性、販売方法等の課題についても理解を深め、利
用について今後に活かすことや、国で導入が検討されている機能性表示についても考える機会となりました。

　2013年度の取り組みの特徴や5つの目的に沿った成果と課題、2014年
度の取り組みが報告されました。また、リレートークでは三鷹市消費生活
センター長、コープみらい、パルシステム東京、葛飾区消団連から報告が
ありました。後半のワークショップ（１２グループ）では、５つの目標での課
題について話し合い、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年度予算及び活性化基金について、２０１４年度消費者行政の重点施策、消費者教育
アクションプログラムについて）

学習会　あなたは大丈夫？「健康食品のウソ・ホント？」　

2013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、さらなるつながりづくりに向けて！～　

2014年2月28日（金）10：00～12：30（参加者81名）

　2013年11月29日（金）10：00～１2：00（参加者27名）

報告

催しのご案内

（＊詳しい報告はホームページを参照ください）

サクラから新緑へと、気分晴れやかな季節が続きます。くらしや社会も安寧である
よう、今年も活気のある活動を展開していきます。（Y.Y）

編 集 後 記

　




