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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）
　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）　　国田　研二（東京南部生活協同組合）

●事務局長　小浦　道子　　●事務局　池田　京子

2018年度の体制

　私たちのくらしを取り巻く政治、経済、社会の状況が大きく変化しています。経済においては、人手不足による
運送費の値上げや原材料費の値上げによって商品の価格の引き上げが広がっていますが私たちのくらしにどのよう
に影響してくるのでしょうか。生活必需品である電力は、2016年度から小売り自由化がスタートしていますが、資
源エネルギー庁で電力経過措置料金規制解除の検討が進められています。また、第5次エネルギー基本計画策定に
向け検討されていますが、持続可能なエネルギー社会の実現のために原発に依存しない計画となるかなどエネルギー
問題からも目が離せません。
　さて、東京都では2018年度から5年間の「東京消費生活基本計画」が公表されました。この基本計画は都民が安
心して暮らせる社会を築くためのものです。連絡センターとしては、基本計画が政策ごとに執行されているか注視し
ていきます。また、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2018年度の
活動として展開していきます。さらに、地方消費者行政のさらなる充実を求める取組みを全国消費者団体連絡会と
連携して行っていきます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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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

参加団体（１7団体　2018年4月13日現在）

4　連絡センター通信

最近、4月なのに夏のような暑い日が多くなりましたね。春が短くなり夏が長くなった
ように感じます。局地的な豪雨や勢力の強い台風の発生なども気候変動の影響だと

思います。2015年9月の国連サミットで採択された『SDGs（持続可能な開発目標）』の「目標13.気候変動に具体的な
対策を」を、国も企業も私たち市民も本気で考える時にきていると感じています。（I.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）

日時：2017年12月1日（金）13：30～16：00（参加者46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（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、練馬区消費者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）

日時：2018年2月20日（火）10：30～12：30（参加者34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

　今年で4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をテーマに2
団体より活動の報告をしていただきました。中野区との連携で月に一度、地域
の子ども、おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、誰もが気
軽に来られる地域のコミュニティづくりの場となっている「みんなの食堂」につい
て、東京南部生活協同組合のフードドライブの取組みと城南保健生協や地域の
団体と協力して行っている居場所づくりの取組み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。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。

　2017年度のまとめとして、今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年間の取組みの流れなどを報告しました。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162名と行政職員51名の参加がありました。その後、墨田区と国分寺市の消
費者行政の取組みと清瀬市消団連、コープみらい、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。2018年度も2017年度
の改善点を踏襲し、多くの団体や参加者と協力して取組みを進めていきます。

●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！～居場所づくりと消費者団体の関わり～

●2017年度　東京の区市町村消費者行政調査活動の取組み「報告･交流会」

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政調査活動「報告･交流会」

2017年12月1日　23区消費者団体活動交流会
～ざっくばらんに交流しよう～

2018年　6月

7月

8月

9月

10～11月

2019年　2～3月

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」

時　期 項　目
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

スケジュール

　2017年度は、これまで参加団体の意見を参考に調査活動の進め方の改
善を行いました。2018年度も昨年度の改善点を踏襲し、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。
　今年度も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。

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、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

（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
5回「23区消費者団体活動情報交流会」、第7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。



2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018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。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162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。
　公正取引委員会による消費
者セミナー「安くて良い商品
を買えるワケ」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018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。10
団体のべ82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、日本共産党、
民進党）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。
　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りました。

（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。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（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4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
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（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、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、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「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」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。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
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
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、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。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPR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。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

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。

　9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。2017年度変更した取組みの流れや懇談の仕方など
について、より良い調査活動を目指して、更に見直しを検
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
取組みます。

（3）2019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。
　2018年度からの東京都の消費生活基本計画をもとに消
費者行政の取組みを注視していきます。

（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。

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や情報提供等を行っ

ていきます。
　規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいき
ます。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に、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。

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、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜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（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（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！～居場所づくりと消費
者団体の関わり～」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、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。2017年9月11日

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」

2 0 1 7 年 度 活 動 の ま と め

2 0 1 8 年 度 活 動 課 題

2017年7月14日
公正取引委員会による

消費者セミナー

2017年9月27日
中央防波堤埋立処分場見学

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政
調査活動「報告・交流会」

2017年7月27日
東京都議会ヒアリング

2017年9月7日
東京都への予算要望

2017年12月14日
かあちゃんの味で

伝えるふくしまの福幸

2017年7月7日
多摩地域の消費者団体交流会

2017年12月1日
23区消費者団体活動交流会

～ざっくばらんに交流しよう～

2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018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。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162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。
　公正取引委員会による消費
者セミナー「安くて良い商品
を買えるワケ」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018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。10
団体のべ82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、日本共産党、
民進党）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。
　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りました。

（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。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（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4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
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（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、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、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「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」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。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
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
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、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。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPR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。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

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。

　9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。2017年度変更した取組みの流れや懇談の仕方など
について、より良い調査活動を目指して、更に見直しを検
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
取組みます。

（3）2019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。
　2018年度からの東京都の消費生活基本計画をもとに消
費者行政の取組みを注視していきます。

（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。

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や情報提供等を行っ

ていきます。
　規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいき
ます。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に、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。

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、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜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（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（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！～居場所づくりと消費
者団体の関わり～」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、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。2017年9月11日

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」

2 0 1 7 年 度 活 動 の ま と め

2 0 1 8 年 度 活 動 課 題

2017年7月14日
公正取引委員会による

消費者セミナー

2017年9月27日
中央防波堤埋立処分場見学

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政
調査活動「報告・交流会」

2017年7月27日
東京都議会ヒアリング

2017年9月7日
東京都への予算要望

2017年12月14日
かあちゃんの味で

伝えるふくしまの福幸

2017年7月7日
多摩地域の消費者団体交流会

2017年12月1日
23区消費者団体活動交流会

～ざっくばらんに交流しよう～

 ●2017年度の活動報告
月　日 内　容 講　師 参加人数

2017/3/29 受動喫煙防止対策要請塩崎厚生労働大臣面談参加
（全国消団連主催） 7名

2017/4/28 消費者スマイル基金設立総会、記念講演会出席

2017/7/7 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） 67名

2017/7/14 公正取引委員会による消費者セミナー 公正取引委員会事務総局　官房総務課
消費者教育係　磯部咲里さん 15 名

2017/8/3 東京の区市町村消費者行政調査活動　懇談担当責任者打ち合わ
せの会（東京都生協連と共催） 16 名

2017/9/11 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 47名

2017/7/27、9/7 2018 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８２名
2017/9/27 中央防波堤埋立処分場～海と陸からの見学会～ 10 名
2017/10 ～
11月 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 213 名

2017/10/27 東京都エコ農産物認証制度消費者交流会参加
（東京都農業振興事務所主催） 12 名

2017/11/15 消費者団体ほか関係団体等との意見交換会参加
（消費者委員会主催） ６団体 11名

2017/12/1 第４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） 46 名

2017/12/14 かあちゃんの味で伝えるふくしまの福幸（協賛）

相馬双葉漁協女性部　相馬支部
佐藤靖子さん
相馬双葉漁協女性部　鹿島支部
北元浩子さん、他

55 名

2018/2/6 東京都電機商業組合消費者懇談会参加（東京都電機商業組合主催） 50 名
2018/2/15 「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） 264 名
2018/2/20 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」 34 名
2018/2/28 地方消費者行政プロジェクトキックオフ参加 58 名
2018/3/16,17 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加） 445 名
年間 東京都消費者月間くらしフェスタ、学習会等（実行委員会参加）
2017/5・10 連絡センター通信・・・年２回発行
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2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018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。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162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。
　公正取引委員会による消費
者セミナー「安くて良い商品
を買えるワケ」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018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。10
団体のべ82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、日本共産党、
民進党）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。
　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りました。

（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。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（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4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
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（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、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、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「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」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。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
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
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、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。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPR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。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

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。

　9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。2017年度変更した取組みの流れや懇談の仕方など
について、より良い調査活動を目指して、更に見直しを検
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
取組みます。

（3）2019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。
　2018年度からの東京都の消費生活基本計画をもとに消
費者行政の取組みを注視していきます。

（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。

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や情報提供等を行っ

ていきます。
　規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいき
ます。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に、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。

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、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜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（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（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！～居場所づくりと消費
者団体の関わり～」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、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。2017年9月11日

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」

2 0 1 7 年 度 活 動 の ま と め

2 0 1 8 年 度 活 動 課 題

2017年7月14日
公正取引委員会による

消費者セミナー

2017年9月27日
中央防波堤埋立処分場見学

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政
調査活動「報告・交流会」

2017年7月27日
東京都議会ヒアリング

2017年9月7日
東京都への予算要望

2017年12月14日
かあちゃんの味で

伝えるふくしまの福幸

2017年7月7日
多摩地域の消費者団体交流会

2017年12月1日
23区消費者団体活動交流会

～ざっくばらんに交流しよう～

2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018年度活動課題2017年度活動のまとめと2018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。
　8年目となる今年度から、
53自治体を半分に分け訪問・
懇談を隔年で実施すること
や、キックオフ集会と学習会
を統合するなど取組みを大幅
に見直しました。懇談には、
24自治体のべ162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。
　公正取引委員会による消費
者セミナー「安くて良い商品
を買えるワケ」を開催し、市
場経済の仕組みや事業者間
の競争の重要性を学びまし
た。環境の学習として中央防
波堤埋立処分場を見学し都民
としてごみ減量を考える機会
となりました。また、2017
年度9月より施行した「新たな
加工食品の原料原産地表示
制度」について関東農政局と
意見交換を行いました。

（3）2017年度東京都予算への
要望活動を行いました。
　2018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。10
団体のべ82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、日本共産党、
民進党）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。
　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りました。

（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。
　国に対して11本、都に対して5本の意見書、要望書を提
出しました。2025年までのエネルギー基本計画の見直し
に関して経済産業省エネルギー庁に設置された意見箱に意
見を提出しました。東京都の2018年から5年間の消費生活
基本計画策定のパブリックコメント募集にあたり、各団体
より意見提出することを目的に連絡センター定例会におい

て東京都の担当職員による学習会を持ちました。
（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4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
<懇談会>　東京都消費生活総合センター利用者懇談会、
東京都電機商業組合との懇談会、冷凍食品協会との意見
交換会

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や、意見提出、情

報提供等を行っていきました。
　2020年の電力の経過措置料金解除やエネルギー基本計
画について情報提供し、エネルギー基本計画については消
費者としての要望書を提出しました。

（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、情報提供等を行っていきました。
　加工食品の原料原産地表示制度や、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「かあ
ちゃんの味で伝えるふくし
まの福幸」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。
＜参画した委員会等＞　東京都食品安全審議会、東京都
生活衛生審議会、東京都農林・漁業振興対策審議会、
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
＜懇談会等＞　個人タクシー利用者懇談会、日本冷凍食品
協会消費者懇談会、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。10月の「見て、
聞いて、話そう!交流フェスタ」会場では、ブースで「消費
者行政調査アンケート結果」のパネル展示と、駅前放置自
転車クリーンキャンペーンのPR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。
＜参加・連携団体等＞　一般社団法人全国消費者団体連

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。

　9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。2017年度変更した取組みの流れや懇談の仕方など
について、より良い調査活動を目指して、更に見直しを検
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
取組みます。

（3）2019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。
　2018年度からの東京都の消費生活基本計画をもとに消
費者行政の取組みを注視していきます。

（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。

2.くらしの安全・安心を求めて
（1）くらしを守る課題に取組み、学習や情報提供等を行っ

ていきます。
　規制緩和や制度変更によるくらしの課題に取組んでいき
ます。

（2）食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に、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。

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、
一般社団法人消費者市民社会をつくる会、関東食育推進
ネットワーク、とうきょう米粉ネットワーク
＜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（関東ブロック）
＜協賛＞　東京23区とことん討論会　　

（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！～居場所づくりと消費
者団体の関わり～」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、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。2017年9月11日

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」

2 0 1 7 年 度 活 動 の ま と め

2 0 1 8 年 度 活 動 課 題

2017年7月14日
公正取引委員会による

消費者セミナー

2017年9月27日
中央防波堤埋立処分場見学

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政
調査活動「報告・交流会」

2017年7月27日
東京都議会ヒアリング

2017年9月7日
東京都への予算要望

2017年12月14日
かあちゃんの味で

伝えるふくしまの福幸

2017年7月7日
多摩地域の消費者団体交流会

2017年12月1日
23区消費者団体活動交流会

～ざっくばらんに交流しよう～

 ●2017年度の活動報告
月　日 内　容 講　師 参加人数

2017/3/29 受動喫煙防止対策要請塩崎厚生労働大臣面談参加
（全国消団連主催） 7名

2017/4/28 消費者スマイル基金設立総会、記念講演会出席

2017/7/7 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） 67名

2017/7/14 公正取引委員会による消費者セミナー 公正取引委員会事務総局　官房総務課
消費者教育係　磯部咲里さん 15 名

2017/8/3 東京の区市町村消費者行政調査活動　懇談担当責任者打ち合わ
せの会（東京都生協連と共催） 16 名

2017/9/11 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 47名

2017/7/27、9/7 2018 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８２名
2017/9/27 中央防波堤埋立処分場～海と陸からの見学会～ 10 名
2017/10 ～
11月 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 213 名

2017/10/27 東京都エコ農産物認証制度消費者交流会参加
（東京都農業振興事務所主催） 12 名

2017/11/15 消費者団体ほか関係団体等との意見交換会参加
（消費者委員会主催） ６団体 11名

2017/12/1 第４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） 46 名

2017/12/14 かあちゃんの味で伝えるふくしまの福幸（協賛）

相馬双葉漁協女性部　相馬支部
佐藤靖子さん
相馬双葉漁協女性部　鹿島支部
北元浩子さん、他

55 名

2018/2/6 東京都電機商業組合消費者懇談会参加（東京都電機商業組合主催） 50 名
2018/2/15 「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） 264 名
2018/2/20 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」 34 名
2018/2/28 地方消費者行政プロジェクトキックオフ参加 58 名
2018/3/16,17 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加） 445 名
年間 東京都消費者月間くらしフェスタ、学習会等（実行委員会参加）
2017/5・10 連絡センター通信・・・年２回発行
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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）
　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）　　国田　研二（東京南部生活協同組合）

●事務局長　小浦　道子　　●事務局　池田　京子

2018年度の体制

　私たちのくらしを取り巻く政治、経済、社会の状況が大きく変化しています。経済においては、人手不足による
運送費の値上げや原材料費の値上げによって商品の価格の引き上げが広がっていますが私たちのくらしにどのよう
に影響してくるのでしょうか。生活必需品である電力は、2016年度から小売り自由化がスタートしていますが、資
源エネルギー庁で電力経過措置料金規制解除の検討が進められています。また、第5次エネルギー基本計画策定に
向け検討されていますが、持続可能なエネルギー社会の実現のために原発に依存しない計画となるかなどエネルギー
問題からも目が離せません。
　さて、東京都では2018年度から5年間の「東京消費生活基本計画」が公表されました。この基本計画は都民が安
心して暮らせる社会を築くためのものです。連絡センターとしては、基本計画が政策ごとに執行されているか注視し
ていきます。また、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2018年度の
活動として展開していきます。さらに、地方消費者行政のさらなる充実を求める取組みを全国消費者団体連絡会と
連携して行っていきます。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

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165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

参加団体（１7団体　2018年4月13日現在）

4　連絡センター通信

最近、4月なのに夏のような暑い日が多くなりましたね。春が短くなり夏が長くなった
ように感じます。局地的な豪雨や勢力の強い台風の発生なども気候変動の影響だと

思います。2015年9月の国連サミットで採択された『SDGs（持続可能な開発目標）』の「目標13.気候変動に具体的な
対策を」を、国も企業も私たち市民も本気で考える時にきていると感じています。（I.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）

日時：2017年12月1日（金）13：30～16：00（参加者46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（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、練馬区消費者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）

日時：2018年2月20日（火）10：30～12：30（参加者34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

　今年で4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をテーマに2
団体より活動の報告をしていただきました。中野区との連携で月に一度、地域
の子ども、おとうさん、おかあさん、おじいちゃん、おばあちゃん、誰もが気
軽に来られる地域のコミュニティづくりの場となっている「みんなの食堂」につい
て、東京南部生活協同組合のフードドライブの取組みと城南保健生協や地域の
団体と協力して行っている居場所づくりの取組み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。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。

　2017年度のまとめとして、今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年間の取組みの流れなどを報告しました。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162名と行政職員51名の参加がありました。その後、墨田区と国分寺市の消
費者行政の取組みと清瀬市消団連、コープみらい、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。2018年度も2017年度
の改善点を踏襲し、多くの団体や参加者と協力して取組みを進めていきます。

●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！～居場所づくりと消費者団体の関わり～

●2017年度　東京の区市町村消費者行政調査活動の取組み「報告･交流会」

2018年2月20日
東京の区市町村消費者行政調査活動「報告･交流会」

2017年12月1日　23区消費者団体活動交流会
～ざっくばらんに交流しよう～

2018年　6月

7月

8月

9月

10～11月

2019年　2～3月

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」

時　期 項　目
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

スケジュール

　2017年度は、これまで参加団体の意見を参考に調査活動の進め方の改
善を行いました。2018年度も昨年度の改善点を踏襲し、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。
　今年度も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。

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、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

（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
5回「23区消費者団体活動情報交流会」、第7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。


