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2021年度の体制

　新型コロナウィルス感染症の収束が未だ見通せない中、２０２１年度の活動がスタートしました。
昨年度はスタート早々、対面での活動が難しくなり４月度定例会は資料を送付し、協議事項について書面で確認し
ました。その後、次第にオンライン環境が整い定例会や交流会などWebを使ったものに切り替わっていきました。
このことはオンライン活用の上達に寄与したと思われる反面、対面でのコミュニケーションの大切さ、ありがたさを
改めて実感することになりました。
　さて、日々の感染状況が気になる中でも消費者を取り巻く社会の動きは止まっていません。今年はエネルギー基
本計画の改定の年になっており、改定に向けての検討が進んでいます。国民の６割以上が原発廃止を望んでおり、
２０３０年のエネルギーミックスの構成に消費者もコミットしていく必要があります。また、東日本大震災１０年目となっ
た今年、政府は福島第一原子力発電所の処理水を安全な濃度に希釈したうえで海洋放出する方針を閣議決定しま
した。科学的に安全だと言われても、漁業や農業に対する具体的な風評被害対策は示されておらずなかなか受け
入れがたいところです。　
　消費者被害の未然防止の観点から特商法・預託法改正案が今国会で審議されており、改正案の成立に期待し
てきました。しかし、「消費者が承諾した場合は契約書を書面ではなく電子的に発行できる」という項目が急遽盛り
込まれたことは、未然防止策を阻害することになると考えています。このため消費者団体や弁護士の団体もこの項
目の削除を強く求めているところです。
　２０２１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連絡センターの参加団体や関連す
る団体との連携を強め諸課題に取組んでいきます。

2021年度の活動がスタートしました2021年度の活動がスタートしました2021年度の活動がスタートしました

　近年、異常気象による大きな被害がたびたび発生するなど地球温暖化対策は待ったなしの状況です。そ
のような中で、年内を目途に「エネルギー基本計画」の見直しの検討が進められていることから、国のエネル
ギー政策がどのようなもので、これからどのように進もうとしているのかについて、東京大学未来ビジョン研
究センター教授の高村ゆかり先生を講師に迎え、お話をうかがいました。
　脱炭素に大きく動いている世界の取組み状況や企業にとっての温室効果ガスの排出削減は、環境問題や
エネルギー問題にとどまらず、産業の競争力の問題となっていること、パリ協定長期目標（2℃目標）は、各
国が予定する対策が実施できたとしても、残念ながら排出削減にはならず、対策の強化が必要と言われて
いることなど幅広い観点からのお話でした。2030年や2050年の長期目標でありたい未来の社会像を明確
にし、かつてない大きな変化の中で、どのような未来をつくっていくのか、私たち消費者もしっかりと見極め
て決めていかなくてはならないということを学ぶことができました。

●23区消費者団体活動情報交流会<消費者団体と東京都消費者教育事業>
　「ざっくばらんに交流しよう！ウイズコロナ時代の新しい生活様式」
日　時：2021年2月9日（火）13:30～15:30　オンライン開催
講　師：萩原　なつ子さん（立教大学社会学部/21世紀デザイン研究所教授）
主　催：23区消費者団体活動情報交流会実行委員会14団体　協賛：東京都消費者月間協賛事業
参加者：27名
　毎年11月または12月に開催していましたが、コロナ禍でも何とか開催したいという想いから時期をずらし
オンライン開催を試みました。
　萩原なつ子先生に『みんなで考えよう！新型コロナ禍を生きる「社会的処方箋」』をテーマにお話しいただきま
した。新型コロナは私たちにどの様な影響を与えたのか、今（消費者団体に）求められている役割は何なの
か…。自分（団体）の強みを再確認して、安心して暮らせる地域社会づくりに向けて、主体的に関わるには何が出来るのかを、4つのワー
クとシェアリングエコノミーの視点からお話ししていただきました。まとめとして萩原先生から、「コロナ禍で気持ちが沈みがちな日々、
行き詰った時には『歌って、踊って、笑い飛ばす』そして、そこから次を考えることが大事」というメッセージをいただきました。コロナ禍
でも工夫して活動した3団体の取組報告も「シェア」するものをたくさん持っている消費者団体の強さをいかし、これからも活動してい
こうと元気になれた交流会でした。

　新型コロナウィルス感染拡大を鑑み、今年度は消費者行政アンケート調査のみ行ったことから、学習を兼ね「学習・報告会」を開催
しました。講師として弁護士の池本誠司さんを迎え「「あなたのまちの消費者行政は？～かかわって良くしよう　まちと暮らし～」をテー
マにお話していただきました。まちと暮らしをよくする為に、地域に暮らす私たちが、自分事として関わり発信することが大切というお
話を聞き継続してきた東京の区市町村消費者行政調査活動が有意義であったことを確認できました。参加者から「これまで関わってき
た、調査訪問活動の取り組みの意味が分りました」との発言があり、参加された皆さんとこの活動の大切さを共有できたと思います。
2021年度の活動への原動力となる学習会となりました。

●東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「学習・報告会」

●環境エネルギー学習会
　～これからのエネルギー政策の在り方を考える～　脱炭素社会に向けて私たちができること
日　時：2021年3月16日（火）13:30～15:30　オンライン開催
講　師：高村　ゆかりさん（東京大学未来ビジョン研究センター教授）
共　催：東京都生協連環境エネルギー政策推進連絡会、（一財）地域生活研究所
参加者：62名（うち後日動画視聴参加20名）

日　時：2021年2月26日（金）14:00～15:30　オンライン開催
講　師：池本　誠司さん（弁護士）
共　催：東京都生協連消費者行政連絡会
参加者：39名
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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、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・東京本部、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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、移動や行動が制限されてから1年が経ちまし
た。連絡センターでも、会議や学習会は全てオンライン開催、予算要望などで訪問する際

は参加人数の制限をするなど、拡大防止対策を講じながら、今出来ることを考え活動を続けてきました。これまでと同じ
ようには進まないこともありますが、明けない夜はないと信じて、この難局を乗り越えていきたいです。（A・H）

報　告 （※詳しい報告はホームページを参照ください。）

区市町村消費者行政調査活動に取組んでいきます

2021年　6月
7月
8月
9月

10～11月
2022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　未だ、コロナ禍の収束が見通せてはいませんが、今年度は従来のスケジュー
ルで取組みを進めていきます。前年度の経験から新しい活動様式としてオンラ
インを活用して安全に配慮して東京都生協連消費者行政連絡会と共同して取
組みます。

2021
年度

編 集 後 記

連絡センター通信連絡センター通信連絡センター通信

参加団体（17団体　2021年4月16日現在）

スケジュール



2 0 2 0 年度活動のまとめ

2021 年度東京都予算要望

立憲民主党消費者部会ヒアリング

都民ファーストヒアリング

　2020 年度は新型コロナウィルスの感染拡大が続き、感染拡大
防止の観点から定例会や学習会の実開催ができなくなりWeb会
議ツールを活用して取組みを進めました。活動のスタートに当たる
4月度定例会の協議事項「2019 年度のまとめ」、「2020 年度の活
動課題」、「2020 年度体制、「東京都消費者月間団体連絡会議及
び実行委員会への登録」については書面議決書で承認をいただき
ました。対面でのコミュニケーションを図る機会がなくなり実開
催を希望する声がありましたが年度内はWeb会議のみとなりまし
た。オンライン開催は参加のしやすさの反面、コミュニケーショ
ンを図ることが難しい面もあったので参加者同士の意見交換や交
流ができるように工夫して取組みました。

（1）区市町村消費者行政調査活動に取組みました。
　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
査活動は11回目となりました。新型コロナウィルスの感染拡
大防止の観点から例年10月、11月に行っていた消費者行政
担当者との懇談は行わずに、アンケート調査のみ 6月から10
月に時期をずらして実施しました。懇談を行わなかったことか
ら2月のまとめの会は「学習・報告会」として消費者行政調
査活動の意義について学び、来年度の活動につなげました。

（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。
　地球温暖化防止の取組みは喫緊の課題であることから環境・
エネルギーの学習会「脱炭素社会に向けて私たち消費者がで
きること」を東京都生協連と（一財）地域生活研究所の共催で
行いました。これからのエネルギー政策の在り方を考える機会
となりました。

（3）2021年度東京都予算への要望活動を行いました。
　東京都と都議会
5会派との懇談やヒ
アリングで 2021年
度の予算要望を伝え
ました。新型コロナ
ウィルス感染防止の
観点から最小限の人
数、延べ17 名で行い
ました。2021年度
東京都予算に対して、
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、都立病
院の地方独立行政法
人化に移行しても医療
の充実に取組んで欲しいことを要望しました。また、東京都の
水道事業の民営化（コンセッション）とカジノを含む統合型リ
ゾート（IR）誘致に反対する旨を伝えました。

（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。
　消費者契約法改正に向けた検討状況を共有することで改正へ
の世論の喚起に努めました。また国会における特定商取引法・
預託法改正の審議を後押しするために東京都議会から国に意見
書を提出してもらう働きかけを東京都生協連とともに行い、2
月都議会において議員提案で意見書提出が実現しました。

（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。
　国に対して4本「消費者基本計画工程表素案に関する意見」、

「電力の小売り事業
に関する指針改定
案に対する意見」、
「食品表示基準等
改正案についての
意見」、「特定商取
引法・預託法の法
定書面の電子化に
ついての意見」を提
出しました。また、立憲民主党消費者部会のヒアリングにおい
て「地方消費者行政への財政支援」「エネルギー基本計画」「特
商法・預託法改正の実現」「カジノ抜きの経済振興策」の 4点
を要望しました。

（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
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、消費者庁消費者契約法に関する検討会
<懇談会>東京都消費生活総合センター利用者懇談会（新型
コロナウィルス感染状況を鑑み欠席）

   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、学習や情報提供等を行いま
した。
　地球温暖化防止の取組みは喫緊の課題であることから環境・エ
ネルギーの学習会「脱炭素社会に向けて私たち消費者ができるこ
と」を東京都生協連と（一財）地域生活研究所の共催で行いこれ
からのエネルギー政策の在り方を考える機会としました。

（2）	食の安全・安心を求めて、食をとりまく課題に取り組み、
学習や、意見提出、情報提供等を行いました。
　東京都食品安全推進計画の2021年度改正の検討過程を共
有しました。また、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たり、頻発したキノコによる食中毒の注
意喚起を行ったりしました。

（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学習会「ふくしまの漁業の現状とこれから
の展望」に協賛し福島の漁業の現状を学びました。

（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、
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、農林水産省農業資材審議会農薬分科会、電気通信
事業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

1. 消費者行政の充実・強化に向けて
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2 0 2 0 年度提出した意見書

 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。
　新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からWEB交流フェス
タ2020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。

（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。
　カジノを含む IRに反対する「東京にカジノを誘致しないように
求めます」の署名活動を進め、学習会への参加を呼びかけました。
<参加・連携団体等>一般社団法人全国消費者団体連絡会、
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。
（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7回「23区
消費者団体活動情報交流会」、第9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した。
　9月7日に第9回「多摩地域の消費者団体交流会『プラスチッ
クなくしたい！〜レジ袋削減の先へ〜』」、2月9日に第7回「23
区消費者団体活動情報交流会『ウィズコロナ時代の新しい活
動様式』」をオンライン開催しました。どちらも完全リモート
で行いこれからの開催方法の一つとして参考になりました。

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に取組みます。

　12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、地域の消費者行政の充実・強化の働きかけをします。
学習会や訪問・懇談等の実施は感染の状況を見て判断してい
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）	 2022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。
（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り組み、学習や情報提供等を行って

いきます。
　SDGsを参加団体と連携して進めるために活動の共有と情
報発信に取り組みます。

（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。

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、
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
係を構築する。

（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 8回「23区
消費者団体活動情報交流会」、第10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。

月　日 意見書 提出先
2020/ 5 /16 食品表示基準等改正についての意見 消費者庁食品表示企画課
2020/ 5 /29 「消費者基本計画工程表素案」に関する意見 消費者庁消費者政策課
2020/ 9 / 7 「電力の小売り事業に関する指針」改定案に対する意見 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
2020/ 3 / 8 特定商取引法・預託法の法定交付書面の電子化についての意見 内閣府特命担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長
2021/ 3 /14 「東京水道経営プラン」への意見 東京都水道局総務部主計課

月　日 内　容 講　師、他 参加人数
2020/ 9 /2,3 2021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 延べ 17 名

2020/ 9 / 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）

高田秀重さん（東京農工大学教授）
宮川和之さん（コープデリ連合会） 81 名

2020/12/ 2 ふくしまの漁業の現状とこれからの展望（協賛） 八多　宜幸さん（福島県漁業協同組合連合会）
柳内　孝之さん（小名浜機船底曳き網漁業協同組合） 32 名

2021/ 1 /30 第 26 回オンライン消費者問題リレー報告会参加（消費者法ニュース発行会議）

2021/ 2 / 5 「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） 103 名

2021/ 2 / 9 23区消費者団体活動情報交流会 萩原　なつ子さん（立教大学教授） 27 名
2021/ 2 /26 東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「学習・報告会」 池本　誠司さん（弁護士） 39 名
2021/ 3 /13 「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 466 名
2021/ 3 /16 環境エネルギー学習会（東京都生協連、地域生活研究所共催） 高村　ゆかりさん（東京大学教授） 61 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
2020/10/20 連絡センター通信　第 169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 0 年度の活動報告
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●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）
水越　 由佳（一般財団法人消費科学センター）　茂木　利信（生活協同組合パルシステム東京）

●事務局長　小浦 　道子　　　●事務局次長　星野 　綾子

2021年度の体制

　新型コロナウィルス感染症の収束が未だ見通せない中、２０２１年度の活動がスタートしました。
昨年度はスタート早々、対面での活動が難しくなり４月度定例会は資料を送付し、協議事項について書面で確認し
ました。その後、次第にオンライン環境が整い定例会や交流会などWebを使ったものに切り替わっていきました。
このことはオンライン活用の上達に寄与したと思われる反面、対面でのコミュニケーションの大切さ、ありがたさを
改めて実感することになりました。
　さて、日々の感染状況が気になる中でも消費者を取り巻く社会の動きは止まっていません。今年はエネルギー基
本計画の改定の年になっており、改定に向けての検討が進んでいます。国民の６割以上が原発廃止を望んでおり、
２０３０年のエネルギーミックスの構成に消費者もコミットしていく必要があります。また、東日本大震災１０年目となっ
た今年、政府は福島第一原子力発電所の処理水を安全な濃度に希釈したうえで海洋放出する方針を閣議決定しま
した。科学的に安全だと言われても、漁業や農業に対する具体的な風評被害対策は示されておらずなかなか受け
入れがたいところです。　
　消費者被害の未然防止の観点から特商法・預託法改正案が今国会で審議されており、改正案の成立に期待し
てきました。しかし、「消費者が承諾した場合は契約書を書面ではなく電子的に発行できる」という項目が急遽盛り
込まれたことは、未然防止策を阻害することになると考えています。このため消費者団体や弁護士の団体もこの項
目の削除を強く求めているところです。
　２０２１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連絡センターの参加団体や関連す
る団体との連携を強め諸課題に取組んでいきます。

2021年度の活動がスタートしました2021年度の活動がスタートしました2021年度の活動がスタートしました

　近年、異常気象による大きな被害がたびたび発生するなど地球温暖化対策は待ったなしの状況です。そ
のような中で、年内を目途に「エネルギー基本計画」の見直しの検討が進められていることから、国のエネル
ギー政策がどのようなもので、これからどのように進もうとしているのかについて、東京大学未来ビジョン研
究センター教授の高村ゆかり先生を講師に迎え、お話をうかがいました。
　脱炭素に大きく動いている世界の取組み状況や企業にとっての温室効果ガスの排出削減は、環境問題や
エネルギー問題にとどまらず、産業の競争力の問題となっていること、パリ協定長期目標（2℃目標）は、各
国が予定する対策が実施できたとしても、残念ながら排出削減にはならず、対策の強化が必要と言われて
いることなど幅広い観点からのお話でした。2030年や2050年の長期目標でありたい未来の社会像を明確
にし、かつてない大きな変化の中で、どのような未来をつくっていくのか、私たち消費者もしっかりと見極め
て決めていかなくてはならないということを学ぶことができました。

●23区消費者団体活動情報交流会<消費者団体と東京都消費者教育事業>
　「ざっくばらんに交流しよう！ウイズコロナ時代の新しい生活様式」
日　時：2021年2月9日（火）13:30～15:30　オンライン開催
講　師：萩原　なつ子さん（立教大学社会学部/21世紀デザイン研究所教授）
主　催：23区消費者団体活動情報交流会実行委員会14団体　協賛：東京都消費者月間協賛事業
参加者：27名
　毎年11月または12月に開催していましたが、コロナ禍でも何とか開催したいという想いから時期をずらし
オンライン開催を試みました。
　萩原なつ子先生に『みんなで考えよう！新型コロナ禍を生きる「社会的処方箋」』をテーマにお話しいただきま
した。新型コロナは私たちにどの様な影響を与えたのか、今（消費者団体に）求められている役割は何なの
か…。自分（団体）の強みを再確認して、安心して暮らせる地域社会づくりに向けて、主体的に関わるには何が出来るのかを、4つのワー
クとシェアリングエコノミーの視点からお話ししていただきました。まとめとして萩原先生から、「コロナ禍で気持ちが沈みがちな日々、
行き詰った時には『歌って、踊って、笑い飛ばす』そして、そこから次を考えることが大事」というメッセージをいただきました。コロナ禍
でも工夫して活動した3団体の取組報告も「シェア」するものをたくさん持っている消費者団体の強さをいかし、これからも活動してい
こうと元気になれた交流会でした。

　新型コロナウィルス感染拡大を鑑み、今年度は消費者行政アンケート調査のみ行ったことから、学習を兼ね「学習・報告会」を開催
しました。講師として弁護士の池本誠司さんを迎え「「あなたのまちの消費者行政は？～かかわって良くしよう　まちと暮らし～」をテー
マにお話していただきました。まちと暮らしをよくする為に、地域に暮らす私たちが、自分事として関わり発信することが大切というお
話を聞き継続してきた東京の区市町村消費者行政調査活動が有意義であったことを確認できました。参加者から「これまで関わってき
た、調査訪問活動の取り組みの意味が分りました」との発言があり、参加された皆さんとこの活動の大切さを共有できたと思います。
2021年度の活動への原動力となる学習会となりました。

●東京の区市町村消費行政調査活動の取り組み「学習・報告会」

●環境エネルギー学習会
　～これからのエネルギー政策の在り方を考える～　脱炭素社会に向けて私たちができること
日　時：2021年3月16日（火）13:30～15:30　オンライン開催
講　師：高村　ゆかりさん（東京大学未来ビジョン研究センター教授）
共　催：東京都生協連環境エネルギー政策推進連絡会、（一財）地域生活研究所
参加者：62名（うち後日動画視聴参加20名）

日　時：2021年2月26日（金）14:00～15:30　オンライン開催
講　師：池本　誠司さん（弁護士）
共　催：東京都生協連消費者行政連絡会
参加者：39名

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170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、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・東京本部、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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、移動や行動が制限されてから1年が経ちまし
た。連絡センターでも、会議や学習会は全てオンライン開催、予算要望などで訪問する際

は参加人数の制限をするなど、拡大防止対策を講じながら、今出来ることを考え活動を続けてきました。これまでと同じ
ようには進まないこともありますが、明けない夜はないと信じて、この難局を乗り越えていきたいです。（A・H）

報　告 （※詳しい報告はホームページを参照ください。）

区市町村消費者行政調査活動に取組んでいきます

2021年　6月
7月
8月
9月

10～11月
2022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　未だ、コロナ禍の収束が見通せてはいませんが、今年度は従来のスケジュー
ルで取組みを進めていきます。前年度の経験から新しい活動様式としてオンラ
インを活用して安全に配慮して東京都生協連消費者行政連絡会と共同して取
組みます。

2021
年度

編 集 後 記

連絡センター通信連絡センター通信連絡センター通信

参加団体（17団体　2021年4月16日現在）

スケジュール


