
　昨年7月より事務局を務め、放射能学習会を皮切りに様々な消費者問題関連の活動
に取り組み、これらの活動を通して連絡センターの役割と大切さを実感いたしました。

　2012年度の活動がスタートし、消費者行政調査やくらしの安全・安心をめぐる課題などに参加団体の皆様
と共に考え取り組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。（橋本）
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◇2012年度の活動スタート
◇2011年度活動のまとめと2012年度活動課題、2012年度消費者行政調査
◇学習会等の案内、東京電力に「電気料金値上げに抗議する」意見書を提出　 

　昨年、3月11日に発生した東日本大震災から1年余りが経過しましたが、被災地は今なお厳しい状況におかれてい
ます。が一方、復興に向けた着実な歩みもあり、様々な支援活動も続いています。被災地からは、私たちに『忘れ
ない、忘れていない』の呼びかけがいつも寄せられています。支援の継続とともに、脱原発のエネルギー政策の転
換や持続可能な未来をつくるライフスタイルづくり、安全・安心の生活の確保等の課題に力強く取り組んでいくこ
とが求められています。
　東京消費者団体連絡センターは、2012年4・5月度定例会にて2011年度活動のまとめと2012年度活動課題、並
びに2011年度決算と2012年度予算が承認され、2012年度体制も確認されて（代表委員・事務局長の選任、監事
の選出）、新年度の活動がスタートしました。代表委員団体には新たに「多摩のくらしを考えるコンシューマネットワ
ーク」が選任されました。
　今年度は、3年目となる「区市町村消費者行政調査」を引続き東京都生協連消費者行政連絡会と引き続き共同して
取り組みます。蓄積された成果とともに、東京都の消費者行政データも活用し、一層の消費者行政充実に向けた
地域での消費者団体と行政の連携の推進や、消費者・消費者団体のまちづくりでの力の発揮等の課題に取組んで
いきます。あわせて、多彩な消費者関連団体が集った実行委員会の初企画「多摩の消費者団体交流会」などを通し
て、地域の消費者団体とのネットワークづくりを進めていきます。

編 集 後 記

2012年度の活動がスタートしました

●2012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） 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） 根本　かおる（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） 黒崎　　照子（葛飾区消費者団体連合会）
五十嵐ちづ子（多摩の暮らしを考えるコンシューマーズネットワーク）

佐藤　富美男（東京借地借家人組合連合会） 栗田　克紀（生活協同組合パルシステム東京）

矢野　洋子 橋本恵美子

◆監事（2名）

◆事務局長 ◆事務局
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報告と催しのご案内

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、消費科
学連合会、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とうきょう、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、多摩のくらしを考え
るコンシューマーズ・ネットワーク、羽村市消費生活センター運営委員会、（社）栄養改善普及会全国誌友会

東京消費者団体連絡センターの参加団体（19団体：2012年6月1日現在）

東京電力に
「電力料金値上げに対する抗議意見書」を
提出しました

日　時：7月6日（金）13：30～16：10　　　　場　所：東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ・Ⅱ　　　
内　容：基調講演（消費者行政の動きと地方との関わり、消費者団体へのメッセージ）

講　師：消費者庁地方協力課課長　林　俊行氏／消費者委員会委員長　河上　正二氏
ワークショップ（消費者団体との連携）

主　催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会

  実行委員会参加団体　昭島市消費生活者連絡会、昭島市消費生活者連絡会、国分寺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、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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

  実行委員会参加団体　全国消費者団体連絡会、クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議、全国消費者
行政ウォッチねっと、全国消費生活相談員協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本消費者協会、
東京都消費生活相談員ユニオン、労働者福祉中央協議会、消費者行政充実埼玉会議、消費者行政充実ネットちば、
消費者行政充実ぐんま会議、TOKYO消費者行政充実ねっと、消費者行政充実かながわ会議、東京消費者団体連
絡センター

日　時：6月29日（金）13：30～15：30　　　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部長　藤井　秀之氏
内　容：1.東京都の取組について　①2012年度予算について　②2012年度の取り組み
　　　　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：6月9日（土）14：30～17：00　　　　場　所：主婦会館　9階スズラン
内　容：地方消費者行政の現状と課題、消費生活相談員による相談窓口の状況報告、地方消費者行政活性化

基金終了後の財政措置について、消費生活相談員の資格問題、民間委託問題など
主　催：「地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京Part3」実行委員会

　東京消費者団体連絡センターは、5月25日東京電力本
社にて東京電力株式会社西澤取締役社長宛てに「電力料
金値上げ申請に対する抗議ならびに要望の意見書」を提出
し、総勢11名（8参加団体と事務局）が野村執行役員・お
客さま本部副本部長以下5名に意見・要望を伝えました。
当日はNPO法人東京都地域婦人団体連盟からも意見書が
提出されました。これに先立ち5月18日には、東京都生協
連会館にて東京電力から「電気料金の値上げについて」の説明を受け、11名の参加者（4参
加団体と事務局）から値上げについての抗議や情報提供等について意見・要望が出されまし
た。（＊意見書の内容等、詳細はホームページにて）

●5/25東京電力への意見書提出

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～

多摩地域の消費者団体交流会　～つながろう！発信しよう！多摩の消費者～

地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京Part3



3/28都内53区市町村行政調査の取組「報告・交流会」

11/25学習・意見交換会
「放射能の健康に及ぼす影響について」

1月HACCPセミナーと
工場見学

放射線医学総合研究所
明石真言理事

2011年度活動のまとめと2012年度活動課題
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2011年度活動のまとめと2012年度活動課題

消費者行政の充実・強化に向けて
（1）都内53区市町村消費者行政調査活動の2年目を

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。

　2011年度は、アンケート調査（7月実施、回収率100
％）、キックオフ集会（9月2日開催、86名参加）、53区
市町村消費者行政担当者との懇談（10・11月実施、の
べ276名参加）、まとめの「報告・交流会」（3月28日開催、
87名参加）に取り
組みました。2年目
に入り、区市町村
とのパイプ形成も
進み、行政への要
望実現や協力・連
携活動等に進展が
見られました。

（2）2012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。

　東京都予算への要望活動は、今年度から都議会自由
民主党とも懇談の場が持てるようになり、2011年8・9
月に12団体が参加して、東京都と都議会5会派（民主党、
自由民主党、公明党、日本共産党、生活者ネットワーク・
みらい）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、また東日本大震災からの復興・再生
に向けたくらしの課題について要望しました。 

（3）集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について
のパブリックコメント提出や、都議会に意見提出
を求める活動、また消費者関連法の整備や地方
消費者行政充実を求めるシンポジウムや集会を共
催し、共同して意見表明等を行いました。

　「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子についての
意見」を12月に消費者庁に提出しました。あわせて、東京都
議会5会派に「消費者のための新たな訴訟制度の創設を求め
る意見書」提出の陳情活動を連絡センター参加団体と適格消
費者団体消費者機構日本とで行いました。結果、12月都議
会で議長名の意見書が採択され、国に提出されました。
　また、「集団的消費者被害救済訴訟制度シンポジウム（12
月）」、「今国会での消費者関連法制の整備を求める！」第1回院
内集会（2月）、地方消費者行政充実のための緊急院内集会（2
月）を共催し、集会アピール等で共同の意見表明を行いました。

（4）東京の消費者行政について、消費生活部長を講
師に学習・意見交換会を開催しました。

　学習・意見交換会「東京の消費者行政について～消費
生活部長とざっくばらんにトーク～」を7月に開催し、36
名が参加しました。小笠原消費生活部長から予算や震災
対策、政策課題等についての講演があり、活発な質問・
意見が出されました。

（5）国や都、民間団体等の6委員会等に参画し、行政等
の施策に消費者視点が反映できるよう努めました。

　行政等からの要請に応え、審議会や委員会等に連絡セン
ターから推薦した委員は、国（消費者庁）の1研究会、東京都（生
活文化局）の4審議会・運営協議会等、1民間団体等でした。
　また、東京都消費生活総合センター利用者懇談会に
参加し、消費者団体・消費者の声を伝えました。

くらしの安全・安心を求めて
（1）東日本大震災後の復興・再生に向けたくらしの課

題に、安全・安心の消費者視点から学習会や情
報提供等に取り組みました。また、原子力発電所
事故や電力料金値上げに対する政府への要望意
見を共同で提出しました。

　放射性物質の不安に応えて、学習会「放射能と食品～水産
物への影響と東京都の取り組み」（7月開催、111名参加）や学
習・意見交換会「放射能の健康に及ぼす影響について」（11月
開催、43名参加）に取り組みました。11月の学習・意見交換
会は、関東農政局東京地域センターとの共催で行い、福島
から農業報告も受け、被災地の復興について考えあいました。
　また、参加団体や都内の消費者団体に「東日本大震災に関
する情報」を『その10』まで発行し、情報提供しました。7月
には消費者庁主催の「食べて応援しよう」の取組に協力し、
被災地支援につなげました。震災後の価格動向を把握しよ
うと、全国消団連の「石油価格調査」（10月～3月の毎週月曜
日）に参加し、参加団体から21人（22ヶ所）が協力しました。
　2012年3月には、「原子力発電所事故に係る政府の施
策に対する意見、並びに電気料金値上げに係る意見」を
20団体連名で内閣総理大臣等に提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、放射性物質新基準に
関してと食品表示一元化に関しての2件の意見を
国に提出し、また、HACCPについての学習会等
に取り組みました。

　「食品中の放射性物質に係る基準値設定についての意見」を
2月に厚生労働省に、「食品表示一元化検討会の中間論点整
理についての意見」を4月に消費者庁にそれぞれ提出しました。
　また、HACCPセミナーと工場見学（1月開催、参加者はそ
れぞれ34名、15名の参
加）を食品産業センターと
の共催で取り組みました。
　今年度は、東京都の
食品衛生監視指導計画
への意見が提出出来ま
せんでした。

（3）くらしの課題として、都市農業の学習・意見交換
会に取り組み、TPP等の情報提供を行いました。

　東京都の新たな農業振興プラン策定と関連させて、消費者
団体・生協の取り組み交流も含めた学習・意見交換会「これ
からの都市農業（東京の農業）づくり」（11月開催、57名参加）

を行いました。TPP問題については、学習会への参加やブッ
クレットの購入・提供による情報提供が中心となりました。

（4）国や都、民間団体等の23委員会等に参画し、消
費者・消費者団体の声を施策に反映させました。

　行政等からの要請に応え、審議会や委員会等に連絡セン
ターから推薦した委員は、国（総務省、農林水産省）の4審
議会等、東京都（産業労働局、福祉保健局、青少年・治安
対策本部）の14審議会等、民間団体等の5委員会等でした。
　また、日本冷凍食品協会消費者懇談会に参加し、消
費者団体・消費者の声を伝えました。

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協議会及び実行委員会に参加

し、消費者団体と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、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。

　全国消費者団体連絡会に参加し、幹事運営委員を務めた他、
消費者政策検討会、円卓会議連絡会議にも参加していきまし
た。また、消費者機構日本やTOKYO消費者行政充実ねっとに
も参加し、消費者問題の課題について連携を進めました。
　関東農政局東京地域センターとの関係では、一昨年から引
続き消費者団体として東京食育推進ネットワークや東京都米
消費拡大推進連絡会、東京米粉普及推進連絡会に参加して
食の課題で連携し、普及啓発の役割も果たしていきました。
　環境の課題について、グリーンコンシューマー東京ネッ
トに参加し、情報提供を受けました。
　昨年度からスタートした「地方消費者グループ・フォー
ラムIN関東」の実行委員会に参加し、関東10都県の消費
者団体等の活動交流を行いました。

（3）参加団体との連携を消費者行政調査の取組や、情
報交流を通して進めました。

　東京都生協連消費者行政連絡会と共同して2年目の区
市町村消費者行政調査の取組を進めました。また、定例
会での参加団体報告による活動交流を通して、参加団体
同士の連携にもつなげました。
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（4）都内消費者団体とのネットワークが少しずつ広がり
ました。

　地域の消団連とのネットワークは、区市町村消費者行政
調査の取組を通して相互の認識が広がることで、連絡センタ
ーへの参加問い合わせ等につながってきました。今年度は多
摩市消団連と台東区消団連から問い合わせがありました。

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）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。 

（3）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。

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んでいきます。
○消費税、社会保障、電力料金を始めとする公共料金のあり方、
エネルギー問題、TPP問題、東日本大震災後の復興・再生、
大規模災害を想定しての防災・減災等の課題について、学
習や情報提供、意見提出等の活動に取り組んでいきます。

（2）食の安全・安心を求めて、放射能問題をはじめと
する食をとりまく課題に取り組み、学習や、意見
提出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。

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協議会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。
＜参加・連携団体等＞全国消費者団体連絡会、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、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、東京米粉普及推進連絡会

（3）参加団体との活動の連携を図ります。
（4）都内消費者団体とのネットワークを広げます。
○地域の消団連等への働きかけを通して、ネットワーク
づくりを進めます。多摩地域の消費者団体交流会や
区市町村消費者行政調査の取り組みも、ネットワーク
づくりにつながるよう活かしていきます。
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11/22学習・意見交換会
「これからの都市農業（東京の農業）づくり」

武蔵大学経済学部　
後藤光蔵教授

2012年　6月29日

　7月

9月10日

10～11月

2013年　3月

学習・意見交流会
「東京の消費者行政について」
アンケート調査

“区市町村との懇談”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

スケジュール

区市町村消費者行政調査について2012年度

2012年度活動課題

　2011年度の成果と課題を受け、2012年度も2団体（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）が共同して取組みます。
　地方消費者行政をめぐっては、消費者関連三法案や「消費者教育
推進法案」（議員立法）の国会提出予定（二法案提出済み）、国の「地
方消費者行政活性化基金」の上積み、放射線機器の貸与などがあり、
また都内では「活性化基金残額」の活用や地域主権改革に伴う権限
委譲に関する市の新たな事務の発生等もあります。これらの動きも
踏まえながら、東京の区市町村消費者行政の充実・活性化をめざし
て、2012年度の取り組みを右のスケジュールで展開していきます。



3/28都内53区市町村行政調査の取組「報告・交流会」

11/25学習・意見交換会
「放射能の健康に及ぼす影響について」

1月HACCPセミナーと
工場見学

放射線医学総合研究所
明石真言理事

2011年度活動のまとめと2012年度活動課題

2　連絡センター通信 連絡センター通信　3

2011年度活動のまとめと2012年度活動課題

消費者行政の充実・強化に向けて
（1）都内53区市町村消費者行政調査活動の2年目を

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。

　2011年度は、アンケート調査（7月実施、回収率100
％）、キックオフ集会（9月2日開催、86名参加）、53区
市町村消費者行政担当者との懇談（10・11月実施、の
べ276名参加）、まとめの「報告・交流会」（3月28日開催、
87名参加）に取り
組みました。2年目
に入り、区市町村
とのパイプ形成も
進み、行政への要
望実現や協力・連
携活動等に進展が
見られました。

（2）2012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。

　東京都予算への要望活動は、今年度から都議会自由
民主党とも懇談の場が持てるようになり、2011年8・9
月に12団体が参加して、東京都と都議会5会派（民主党、
自由民主党、公明党、日本共産党、生活者ネットワーク・
みらい）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、また東日本大震災からの復興・再生
に向けたくらしの課題について要望しました。 

（3）集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について
のパブリックコメント提出や、都議会に意見提出
を求める活動、また消費者関連法の整備や地方
消費者行政充実を求めるシンポジウムや集会を共
催し、共同して意見表明等を行いました。

　「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子についての
意見」を12月に消費者庁に提出しました。あわせて、東京都
議会5会派に「消費者のための新たな訴訟制度の創設を求め
る意見書」提出の陳情活動を連絡センター参加団体と適格消
費者団体消費者機構日本とで行いました。結果、12月都議
会で議長名の意見書が採択され、国に提出されました。
　また、「集団的消費者被害救済訴訟制度シンポジウム（12
月）」、「今国会での消費者関連法制の整備を求める！」第1回院
内集会（2月）、地方消費者行政充実のための緊急院内集会（2
月）を共催し、集会アピール等で共同の意見表明を行いました。

（4）東京の消費者行政について、消費生活部長を講
師に学習・意見交換会を開催しました。

　学習・意見交換会「東京の消費者行政について～消費
生活部長とざっくばらんにトーク～」を7月に開催し、36
名が参加しました。小笠原消費生活部長から予算や震災
対策、政策課題等についての講演があり、活発な質問・
意見が出されました。

（5）国や都、民間団体等の6委員会等に参画し、行政等
の施策に消費者視点が反映できるよう努めました。

　行政等からの要請に応え、審議会や委員会等に連絡セン
ターから推薦した委員は、国（消費者庁）の1研究会、東京都（生
活文化局）の4審議会・運営協議会等、1民間団体等でした。
　また、東京都消費生活総合センター利用者懇談会に
参加し、消費者団体・消費者の声を伝えました。

くらしの安全・安心を求めて
（1）東日本大震災後の復興・再生に向けたくらしの課

題に、安全・安心の消費者視点から学習会や情
報提供等に取り組みました。また、原子力発電所
事故や電力料金値上げに対する政府への要望意
見を共同で提出しました。

　放射性物質の不安に応えて、学習会「放射能と食品～水産
物への影響と東京都の取り組み」（7月開催、111名参加）や学
習・意見交換会「放射能の健康に及ぼす影響について」（11月
開催、43名参加）に取り組みました。11月の学習・意見交換
会は、関東農政局東京地域センターとの共催で行い、福島
から農業報告も受け、被災地の復興について考えあいました。
　また、参加団体や都内の消費者団体に「東日本大震災に関
する情報」を『その10』まで発行し、情報提供しました。7月
には消費者庁主催の「食べて応援しよう」の取組に協力し、
被災地支援につなげました。震災後の価格動向を把握しよ
うと、全国消団連の「石油価格調査」（10月～3月の毎週月曜
日）に参加し、参加団体から21人（22ヶ所）が協力しました。
　2012年3月には、「原子力発電所事故に係る政府の施
策に対する意見、並びに電気料金値上げに係る意見」を
20団体連名で内閣総理大臣等に提出しました。

（2）食の安全・安心を求めて、放射性物質新基準に
関してと食品表示一元化に関しての2件の意見を
国に提出し、また、HACCPについての学習会等
に取り組みました。

　「食品中の放射性物質に係る基準値設定についての意見」を
2月に厚生労働省に、「食品表示一元化検討会の中間論点整
理についての意見」を4月に消費者庁にそれぞれ提出しました。
　また、HACCPセミナーと工場見学（1月開催、参加者はそ
れぞれ34名、15名の参
加）を食品産業センターと
の共催で取り組みました。
　今年度は、東京都の
食品衛生監視指導計画
への意見が提出出来ま
せんでした。

（3）くらしの課題として、都市農業の学習・意見交換
会に取り組み、TPP等の情報提供を行いました。

　東京都の新たな農業振興プラン策定と関連させて、消費者
団体・生協の取り組み交流も含めた学習・意見交換会「これ
からの都市農業（東京の農業）づくり」（11月開催、57名参加）

を行いました。TPP問題については、学習会への参加やブッ
クレットの購入・提供による情報提供が中心となりました。

（4）国や都、民間団体等の23委員会等に参画し、消
費者・消費者団体の声を施策に反映させました。

　行政等からの要請に応え、審議会や委員会等に連絡セン
ターから推薦した委員は、国（総務省、農林水産省）の4審
議会等、東京都（産業労働局、福祉保健局、青少年・治安
対策本部）の14審議会等、民間団体等の5委員会等でした。
　また、日本冷凍食品協会消費者懇談会に参加し、消
費者団体・消費者の声を伝えました。

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協議会及び実行委員会に参加

し、消費者団体と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、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。

　全国消費者団体連絡会に参加し、幹事運営委員を務めた他、
消費者政策検討会、円卓会議連絡会議にも参加していきまし
た。また、消費者機構日本やTOKYO消費者行政充実ねっとに
も参加し、消費者問題の課題について連携を進めました。
　関東農政局東京地域センターとの関係では、一昨年から引
続き消費者団体として東京食育推進ネットワークや東京都米
消費拡大推進連絡会、東京米粉普及推進連絡会に参加して
食の課題で連携し、普及啓発の役割も果たしていきました。
　環境の課題について、グリーンコンシューマー東京ネッ
トに参加し、情報提供を受けました。
　昨年度からスタートした「地方消費者グループ・フォー
ラムIN関東」の実行委員会に参加し、関東10都県の消費
者団体等の活動交流を行いました。

（3）参加団体との連携を消費者行政調査の取組や、情
報交流を通して進めました。

　東京都生協連消費者行政連絡会と共同して2年目の区
市町村消費者行政調査の取組を進めました。また、定例
会での参加団体報告による活動交流を通して、参加団体
同士の連携にもつなげました。

1

1

2

3

3

（4）都内消費者団体とのネットワークが少しずつ広がり
ました。

　地域の消団連とのネットワークは、区市町村消費者行政
調査の取組を通して相互の認識が広がることで、連絡センタ
ーへの参加問い合わせ等につながってきました。今年度は多
摩市消団連と台東区消団連から問い合わせがありました。

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）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。 

（3）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。

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んでいきます。
○消費税、社会保障、電力料金を始めとする公共料金のあり方、
エネルギー問題、TPP問題、東日本大震災後の復興・再生、
大規模災害を想定しての防災・減災等の課題について、学
習や情報提供、意見提出等の活動に取り組んでいきます。

（2）食の安全・安心を求めて、放射能問題をはじめと
する食をとりまく課題に取り組み、学習や、意見
提出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。

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協議会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。
＜参加・連携団体等＞全国消費者団体連絡会、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、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、東京米粉普及推進連絡会

（3）参加団体との活動の連携を図ります。
（4）都内消費者団体とのネットワークを広げます。
○地域の消団連等への働きかけを通して、ネットワーク
づくりを進めます。多摩地域の消費者団体交流会や
区市町村消費者行政調査の取り組みも、ネットワーク
づくりにつながるよう活かしていきます。
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11/22学習・意見交換会
「これからの都市農業（東京の農業）づくり」

武蔵大学経済学部　
後藤光蔵教授

2012年　6月29日

　7月

9月10日

10～11月

2013年　3月

学習・意見交流会
「東京の消費者行政について」
アンケート調査

“区市町村との懇談”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

スケジュール

区市町村消費者行政調査について2012年度

2012年度活動課題

　2011年度の成果と課題を受け、2012年度も2団体（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）が共同して取組みます。
　地方消費者行政をめぐっては、消費者関連三法案や「消費者教育
推進法案」（議員立法）の国会提出予定（二法案提出済み）、国の「地
方消費者行政活性化基金」の上積み、放射線機器の貸与などがあり、
また都内では「活性化基金残額」の活用や地域主権改革に伴う権限
委譲に関する市の新たな事務の発生等もあります。これらの動きも
踏まえながら、東京の区市町村消費者行政の充実・活性化をめざし
て、2012年度の取り組みを右のスケジュールで展開していきます。



　昨年7月より事務局を務め、放射能学習会を皮切りに様々な消費者問題関連の活動
に取り組み、これらの活動を通して連絡センターの役割と大切さを実感いたしました。

　2012年度の活動がスタートし、消費者行政調査やくらしの安全・安心をめぐる課題などに参加団体の皆様
と共に考え取り組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。（橋本）

●目 次
p.1
p.2,3
p.4

◇2012年度の活動スタート
◇2011年度活動のまとめと2012年度活動課題、2012年度消費者行政調査
◇学習会等の案内、東京電力に「電気料金値上げに抗議する」意見書を提出　 

　昨年、3月11日に発生した東日本大震災から1年余りが経過しましたが、被災地は今なお厳しい状況におかれてい
ます。が一方、復興に向けた着実な歩みもあり、様々な支援活動も続いています。被災地からは、私たちに『忘れ
ない、忘れていない』の呼びかけがいつも寄せられています。支援の継続とともに、脱原発のエネルギー政策の転
換や持続可能な未来をつくるライフスタイルづくり、安全・安心の生活の確保等の課題に力強く取り組んでいくこ
とが求められています。
　東京消費者団体連絡センターは、2012年4・5月度定例会にて2011年度活動のまとめと2012年度活動課題、並
びに2011年度決算と2012年度予算が承認され、2012年度体制も確認されて（代表委員・事務局長の選任、監事
の選出）、新年度の活動がスタートしました。代表委員団体には新たに「多摩のくらしを考えるコンシューマネットワ
ーク」が選任されました。
　今年度は、3年目となる「区市町村消費者行政調査」を引続き東京都生協連消費者行政連絡会と引き続き共同して
取り組みます。蓄積された成果とともに、東京都の消費者行政データも活用し、一層の消費者行政充実に向けた
地域での消費者団体と行政の連携の推進や、消費者・消費者団体のまちづくりでの力の発揮等の課題に取組んで
いきます。あわせて、多彩な消費者関連団体が集った実行委員会の初企画「多摩の消費者団体交流会」などを通し
て、地域の消費者団体とのネットワークづくりを進めていきます。

編 集 後 記

2012年度の活動がスタートしました

●2012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） 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） 根本　かおる（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） 黒崎　　照子（葛飾区消費者団体連合会）
五十嵐ちづ子（多摩の暮らしを考えるコンシューマーズネットワーク）

佐藤　富美男（東京借地借家人組合連合会） 栗田　克紀（生活協同組合パルシステム東京）

矢野　洋子 橋本恵美子

◆監事（2名）

◆事務局長 ◆事務局

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　矢野　洋子

　第153号
〒164ー0011 東京都中野区中央5ー41ー18（東京都生協連会館内）
TEL：03ー3383ー7991　FAX：03ー3383ー7840　
e-mail：center@coop-toren.or.jp
H  P：http://www.coop-toren.or.jp/14/index.html

2012年6月1日発行

4　連絡センター通信 連絡センター通信　1

報告と催しのご案内

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、消費科
学連合会、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とうきょう、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、多摩のくらしを考え
るコンシューマーズ・ネットワーク、羽村市消費生活センター運営委員会、（社）栄養改善普及会全国誌友会

東京消費者団体連絡センターの参加団体（19団体：2012年6月1日現在）

東京電力に
「電力料金値上げに対する抗議意見書」を
提出しました

日　時：7月6日（金）13：30～16：10　　　　場　所：東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ・Ⅱ　　　
内　容：基調講演（消費者行政の動きと地方との関わり、消費者団体へのメッセージ）

講　師：消費者庁地方協力課課長　林　俊行氏／消費者委員会委員長　河上　正二氏
ワークショップ（消費者団体との連携）

主　催：「多摩地域の消費者団体交流会」実行委員会

  実行委員会参加団体　昭島市消費生活者連絡会、昭島市消費生活者連絡会、国分寺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、TOKYO消
費者行政充実ねっと、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

  実行委員会参加団体　全国消費者団体連絡会、クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議、全国消費者
行政ウォッチねっと、全国消費生活相談員協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、日本消費者協会、
東京都消費生活相談員ユニオン、労働者福祉中央協議会、消費者行政充実埼玉会議、消費者行政充実ネットちば、
消費者行政充実ぐんま会議、TOKYO消費者行政充実ねっと、消費者行政充実かながわ会議、東京消費者団体連
絡センター

日　時：6月29日（金）13：30～15：30　　　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部長　藤井　秀之氏
内　容：1.東京都の取組について　①2012年度予算について　②2012年度の取り組み
　　　　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：6月9日（土）14：30～17：00　　　　場　所：主婦会館　9階スズラン
内　容：地方消費者行政の現状と課題、消費生活相談員による相談窓口の状況報告、地方消費者行政活性化

基金終了後の財政措置について、消費生活相談員の資格問題、民間委託問題など
主　催：「地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京Part3」実行委員会

　東京消費者団体連絡センターは、5月25日東京電力本
社にて東京電力株式会社西澤取締役社長宛てに「電力料
金値上げ申請に対する抗議ならびに要望の意見書」を提出
し、総勢11名（8参加団体と事務局）が野村執行役員・お
客さま本部副本部長以下5名に意見・要望を伝えました。
当日はNPO法人東京都地域婦人団体連盟からも意見書が
提出されました。これに先立ち5月18日には、東京都生協
連会館にて東京電力から「電気料金の値上げについて」の説明を受け、11名の参加者（4参
加団体と事務局）から値上げについての抗議や情報提供等について意見・要望が出されまし
た。（＊意見書の内容等、詳細はホームページにて）

●5/25東京電力への意見書提出

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～

多摩地域の消費者団体交流会　～つながろう！発信しよう！多摩の消費者～

地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京Part3
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