
　2012年度で3年目を向えた都内53区市町村消費者行政調査は、取り組み強化のひと
つとして参加者募集時に一覧表を出すなど方法を変えたことで、懇談参加者がのべ276

名から432名に増えたことは、地域での取り組みにもつながったと感じました。2012年12月「消費者教育推進法」
が施行されました。消費者教育推進の初年度となる2013年度は、今までやってきたことに一工夫加えられるよう
な話し合いを持つためにも、消費者団体と行政との連携をより強めることが大事だと思います。（E.H）
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◇学習会等の案内、エネルギー施設見学会報告、「集団的消費者被害回復訴訟制度」早期創設運動

　政権が変わり、「強い経済」を実現する「新成長戦略」が展開されています。経済の活性化は消費者も望むところで
すが、一方で消費税や社会保障、TPP、諸物価の値上がり等、くらし向きへの不安材料は見過ごせない課題です。
あわせて、憲法の改正論議は、『国民主権』、『基本的人権の尊重』、『平和主義』の三原則を掲げる最高法規の「日本
国憲法」について、改正手続き含め、まさに、国民に国のあり方（国家）をどう規定していくかを問うているといえます。
　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活動を展開している当連絡センターでは、こう
した情勢も踏まえながら、2013年度の体制と活動課題を確認しました。
　東日本大震災から2年が過ぎ、復興の歩みもまだまだ厳しい状況が続いていますが、私たちは引き続きの応援・
支援とともに、脱原発をめざし、持続可能な社会づくりに向けたライフスタイルづくり、安全・安心な生活の確保
を求める諸課題に今年度もしっかり取組んでいきます。

編 集 後 記

2013年度の活動がスタートしました2013年度の活動がスタートしました

●2013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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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、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、多摩のくら
しを考えるコンシューマーズ・ネットワーク、（社）栄養改善普及会

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体：2013年4月12日現在）

「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の
早期創設運動に取り組んでいます

「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の
早期創設運動に取り組んでいます

日時：7月8日（月）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：①基調講演（消費者行政の国や都の動き、消費者教育推進法の展開について）

　講師：消費者庁長官　阿南　久さん
　　　　東京都生活文化局消費生活部企画調整課長　吉村　幸子さん（予定）
②事例報告（消費者教育についての消費者団体からの取り組み報告）　　　　　　 　 　
③ワークショップ（消費者教育推進法をどう活かす！）

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、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）

日時：6月26日（水）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　秀之さん
内容：①東京都の消費者行政について（「東京都消費生活基本計画」、2013年度の予算と重点課題）

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

　第183通常国会に、長年実現を求めてきた念願の「消費者の財産被害の回復のための民事の裁判手続きの特
例に関する法律案」が上程されました（2013年4月19日）。この法案は、消費者被害のうち共通の原因で多数発
生するものについて、被害金額を取り戻す実効的な被害回復の可能性を広げる画期的なもので、今国会での成
立を求め、全国54の賛同団体で運動を進めています。

　東京消費者団体連絡センターは、全国消費者団体連絡会の運動呼びかけに応え、これまでも東京都議会から
の「早期創設意見書」提出への働きかけ、国の制度案についてのパブリックコメント提出、シンポジウムや院内集
会の共同開催、緊急アピールの共同提出等に全国の仲間と共に取り組んできています。

●東京ガス扇島天然ガス工場 ●川崎天然ガス発電所

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～

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！～

　都市ガスの製造についてや太陽光発電、
熱効率の高い発電について学べ、エネルギー
政策のあり方を考える良い機会でした。また、
今回は東京ガスのご協力で普段見られない
LNG受入シーバース基地や川崎天然ガス発
電所等を見学でき、大変有意義な会となり
ました。

見学施設：東京ガス扇島天然ガス工場、かわさきエコ暮らし未来館（川崎市施設）、川崎天然ガス発電所
主催：東京消費者団体連絡センター　　　協力：東京ガス（株）

1．エネルギー施設見学会　　2013年3月29日（金）9：30～16：15（参加者16名）

＊詳しい報告は
　ホームページを参照ください

報　　告



2012年度活動のまとめと2013年度活動課題

53区市町村消費者行政調査の取り組み
「3/5報告・交流会」

9/6東京都との懇談

9/25意見交換会
「放射能と水産物の安全性について」
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2012年度活動のまとめと2013年度活動課題2012年度活動のまとめと2013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。

①3年目に入り、区市町村とのパイプ形成、行政への要望
実現や協力・連携活動等にさらなる進展が見られました。

②運営改善や各団体での取り組み強化で参加者が増えたり、
資料や懇談での情報を消費者団体・行政双方で活用が図
られるなど、まちづくりに力を発揮する素地づくりにつな
がっています。2012年度は、アンケート調査（7月実施、
回収率100％）、学習・意見交換会「東京の消費者行政に
ついて」（6月29日、37名参加）、キックオフ集会（9月10日、
109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、
19団 体 の べ
432名 参 加）、
ま と め の「報
告・交流会」（3
月5日、106名
参加）に取り組
みました。

（2）2013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2件の意見書提出や、「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に
全国の消費者団体と共に取組みました。

①東京都予算への要望活動は、2012年9月に11団体が参加
して、東京都と都議会5会派（自由民主党、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、
また都民の安全・安心くらしの課題と持続可能な社会づ
くりについて要望しました。

②東京都消費生活基本計画改定に向けての「中間まとめ」に
ついての意見を11月に東京都に提出しました。1月には安
部総理大臣・麻生財務大臣に、地方消費者行政の財政
支援措置を求める予算への要請文を提出しました。

③「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、全国の賛同団体と共に12月に消費者シンポジウ
ム「みんなで作ろう！集団的消費者被害回復訴訟制度」、
2013年1月には全国消費者大会・分科会で「消費者政策
“集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期創設を求
めて”」を開催、また、1月・3月に東京都選出等を始めと
する国会議員に訪問要請を行ないました。定例会におい
ても消費者庁から講師を招き、学習会を開催して参加団
体で制度創設の意義と実現運動取り組みの共有化を強め
ました。

（3）国や都、民間団体等の8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。

①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、消費者委員会）の
3研究会・検討チーム・専門調査会、東京都（生活文化局）
の4審議会・運営協議会等、民間団体等の1委員会等でした。

②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）くらしを守る課題に対して、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
問題について、7件の意見書提出や学習、安全・安
心の消費者視点から情報提供等に取り組みました。
また、東京電力の電気料金値上げに対し抗議の運
動を展開しました。

①エネルギー問題では、8月にエネルギー環境会議事務局
宛に「エネルギー・環境に関する選択肢に対する意見」を
提出しました。2013年3月には東京ガス（株）の協力によ
り、エネルギー施設見学会（16名参加）を実施し、エネル
ギー政策のあり方等について考えあいました。また、定
例会で毎回「震災・エネルギー関連情報」を提供しました。

②東京電力の電気料金値上げに対しては、2012年5月、東
京電力（株）を訪問し、「電気料金値上げ申請に対する抗
議ならびに要望の意見書」を提出しました。また、6月に
経済産業省資源エネルギー庁宛に、東京電力株式会社
の電気供給約款の変更認可申請に係る「国民の声」を提出
したり、経済産
業省や消費者庁
の委員会等にオ
ブザーバー参加
や委員として意
見を述べていき
ました。7月に
は14消費者団体
で抗議の緊急集
会を持ちました。

③災害時の特設公衆電話のあり方について、総務省を講師
に定例会で学習会を開催し、パブリックコメント提出に
つなげました。連絡センターからの意見書「東日本電信電
話（株）及び西日本電信電話（株）の第一種指定電気通信施
設設備に関する接続約款の変更案に対する意見」は2月に
総務省に提出しました。

④運輸審議会への
消費者参画を求
めた連名の意見
書 を、2013年2
月に衆参両院議
事運営委員会委
員長へ、3月に国
交大臣へ提出し
ました。

（2）食の安全・安心を求めて、意見書提出や放射能に関
しての学習会開催・情報提供等に取り組みました。

①関東農政局東京地域センターとの共催で、意見交換会「放
射能と水産物の安全性について」（9月25日、70名参加）
を開催し、福島から農業報告も受け、被災地支援にもつ
なげました。

②定例会で毎回「震災・エネルギー関連情報」として放射能
関連の情報提供を行いました。

③食品の安全を求めて、2月に東京都へ「平成25年度東京都
食品衛生監視指導計画案についての意見」を提出しました。

（3）国や都、民間団体等の21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。

①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2
連絡会等、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。

②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、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。

①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。11月には共催で、シンポジウム「消費者行政の
機能強化と国民生活センターのこれから」を開催しました。

②適格消費者団体の消費者機構日本では理事を務め、
TOKYO消費者行政充実ねっとにも参加して、消費者問
題の課題について連携を進めました。

③「地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京
Part3」、「全国消費者大会」、「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、多くの消費者団
体と共に、消費者行政の充実や消費者問題の課題に取り
組みました。

④関東農政局東京地域センターとの関係では、消費者団体
として東京都米消費拡大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。

⑤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。

（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3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を都内の様々な消費者団体
で実行委員会を立ち上げて7月に初めて開催し、消費者庁・
消費者委員会の講演やワークショップを通して、多摩消費
生活センターの活性化を願う意見書を東京都に提出した
り、地域の消費者団体の活動連携につなげていきました。

②地域の消団連とのネットワークは、多摩地域の消費者団体
交流会や消費者行政担当者との懇談など、区市町村消費
者行政調査の取り組みを通して相互の認識が深まりました。

　
　

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、意見提出等の活動や諸団体と
連携した運動に取り組んでいきます。

（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。
＜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。

○多摩地域の消費者団交流会を開催すると共に、都内消費
者団体の交流会開催について検討していきます。

5/25東京電力(株)を訪問し、
料金値上げに対しての意見書提出

10/12・13東京都消費者月間「交流フェスタ」
連絡センターブース

2013年　6月26日

7月

9月5日

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

スケジュール区市町村消費者行政調査について

2013年度活動課題2013年度活動課題

　2012年度の成果と課題を受け、2013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、上積みされた活性化基金の活用
や消費者教育の展開、新たな東京都消費生活基本計画の実施等
が具体的課題となっています。こうした動きを踏まえながら、東京
の区市町村消費者行政の充実・活性化をめざして、2013年度の
取り組みを右記のスケジュールで展開していきます。

2013年度

2012年度のまとめ2012年度のまとめ

2

3

1

2

3



2012年度活動のまとめと2013年度活動課題

53区市町村消費者行政調査の取り組み
「3/5報告・交流会」

9/6東京都との懇談

9/25意見交換会
「放射能と水産物の安全性について」

2　連絡センター通信 連絡センター通信　3

2012年度活動のまとめと2013年度活動課題2012年度活動のまとめと2013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。

①3年目に入り、区市町村とのパイプ形成、行政への要望
実現や協力・連携活動等にさらなる進展が見られました。

②運営改善や各団体での取り組み強化で参加者が増えたり、
資料や懇談での情報を消費者団体・行政双方で活用が図
られるなど、まちづくりに力を発揮する素地づくりにつな
がっています。2012年度は、アンケート調査（7月実施、
回収率100％）、学習・意見交換会「東京の消費者行政に
ついて」（6月29日、37名参加）、キックオフ集会（9月10日、
109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、
19団 体 の べ
432名 参 加）、
ま と め の「報
告・交流会」（3
月5日、106名
参加）に取り組
みました。

（2）2013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2件の意見書提出や、「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に
全国の消費者団体と共に取組みました。

①東京都予算への要望活動は、2012年9月に11団体が参加
して、東京都と都議会5会派（自由民主党、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、
また都民の安全・安心くらしの課題と持続可能な社会づ
くりについて要望しました。

②東京都消費生活基本計画改定に向けての「中間まとめ」に
ついての意見を11月に東京都に提出しました。1月には安
部総理大臣・麻生財務大臣に、地方消費者行政の財政
支援措置を求める予算への要請文を提出しました。

③「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、全国の賛同団体と共に12月に消費者シンポジウ
ム「みんなで作ろう！集団的消費者被害回復訴訟制度」、
2013年1月には全国消費者大会・分科会で「消費者政策
“集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期創設を求
めて”」を開催、また、1月・3月に東京都選出等を始めと
する国会議員に訪問要請を行ないました。定例会におい
ても消費者庁から講師を招き、学習会を開催して参加団
体で制度創設の意義と実現運動取り組みの共有化を強め
ました。

（3）国や都、民間団体等の8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。

①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、消費者委員会）の
3研究会・検討チーム・専門調査会、東京都（生活文化局）
の4審議会・運営協議会等、民間団体等の1委員会等でした。

②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）くらしを守る課題に対して、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
問題について、7件の意見書提出や学習、安全・安
心の消費者視点から情報提供等に取り組みました。
また、東京電力の電気料金値上げに対し抗議の運
動を展開しました。

①エネルギー問題では、8月にエネルギー環境会議事務局
宛に「エネルギー・環境に関する選択肢に対する意見」を
提出しました。2013年3月には東京ガス（株）の協力によ
り、エネルギー施設見学会（16名参加）を実施し、エネル
ギー政策のあり方等について考えあいました。また、定
例会で毎回「震災・エネルギー関連情報」を提供しました。

②東京電力の電気料金値上げに対しては、2012年5月、東
京電力（株）を訪問し、「電気料金値上げ申請に対する抗
議ならびに要望の意見書」を提出しました。また、6月に
経済産業省資源エネルギー庁宛に、東京電力株式会社
の電気供給約款の変更認可申請に係る「国民の声」を提出
したり、経済産
業省や消費者庁
の委員会等にオ
ブザーバー参加
や委員として意
見を述べていき
ました。7月に
は14消費者団体
で抗議の緊急集
会を持ちました。

③災害時の特設公衆電話のあり方について、総務省を講師
に定例会で学習会を開催し、パブリックコメント提出に
つなげました。連絡センターからの意見書「東日本電信電
話（株）及び西日本電信電話（株）の第一種指定電気通信施
設設備に関する接続約款の変更案に対する意見」は2月に
総務省に提出しました。

④運輸審議会への
消費者参画を求
めた連名の意見
書 を、2013年2
月に衆参両院議
事運営委員会委
員長へ、3月に国
交大臣へ提出し
ました。

（2）食の安全・安心を求めて、意見書提出や放射能に関
しての学習会開催・情報提供等に取り組みました。

①関東農政局東京地域センターとの共催で、意見交換会「放
射能と水産物の安全性について」（9月25日、70名参加）
を開催し、福島から農業報告も受け、被災地支援にもつ
なげました。

②定例会で毎回「震災・エネルギー関連情報」として放射能
関連の情報提供を行いました。

③食品の安全を求めて、2月に東京都へ「平成25年度東京都
食品衛生監視指導計画案についての意見」を提出しました。

（3）国や都、民間団体等の21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。

①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2
連絡会等、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。

②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、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。

①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。11月には共催で、シンポジウム「消費者行政の
機能強化と国民生活センターのこれから」を開催しました。

②適格消費者団体の消費者機構日本では理事を務め、
TOKYO消費者行政充実ねっとにも参加して、消費者問
題の課題について連携を進めました。

③「地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京
Part3」、「全国消費者大会」、「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、多くの消費者団
体と共に、消費者行政の充実や消費者問題の課題に取り
組みました。

④関東農政局東京地域センターとの関係では、消費者団体
として東京都米消費拡大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。

⑤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。

（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3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

（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を都内の様々な消費者団体
で実行委員会を立ち上げて7月に初めて開催し、消費者庁・
消費者委員会の講演やワークショップを通して、多摩消費
生活センターの活性化を願う意見書を東京都に提出した
り、地域の消費者団体の活動連携につなげていきました。

②地域の消団連とのネットワークは、多摩地域の消費者団体
交流会や消費者行政担当者との懇談など、区市町村消費
者行政調査の取り組みを通して相互の認識が深まりました。

　
　

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、意見提出等の活動や諸団体と
連携した運動に取り組んでいきます。

（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。
＜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。

○多摩地域の消費者団交流会を開催すると共に、都内消費
者団体の交流会開催について検討していきます。
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スケジュール区市町村消費者行政調査について

2013年度活動課題2013年度活動課題

　2012年度の成果と課題を受け、2013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、上積みされた活性化基金の活用
や消費者教育の展開、新たな東京都消費生活基本計画の実施等
が具体的課題となっています。こうした動きを踏まえながら、東京
の区市町村消費者行政の充実・活性化をめざして、2013年度の
取り組みを右記のスケジュールで展開していきます。
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　2012年度で3年目を向えた都内53区市町村消費者行政調査は、取り組み強化のひと
つとして参加者募集時に一覧表を出すなど方法を変えたことで、懇談参加者がのべ276

名から432名に増えたことは、地域での取り組みにもつながったと感じました。2012年12月「消費者教育推進法」
が施行されました。消費者教育推進の初年度となる2013年度は、今までやってきたことに一工夫加えられるよう
な話し合いを持つためにも、消費者団体と行政との連携をより強めることが大事だと思います。（E.H）

●目 次
p.1

p.2,3

p.4

◇2013年度の活動スタート

◇2012年度活動のまとめと2013年度活動課題、2013年度消費者行政調査

◇学習会等の案内、エネルギー施設見学会報告、「集団的消費者被害回復訴訟制度」早期創設運動

　政権が変わり、「強い経済」を実現する「新成長戦略」が展開されています。経済の活性化は消費者も望むところで
すが、一方で消費税や社会保障、TPP、諸物価の値上がり等、くらし向きへの不安材料は見過ごせない課題です。
あわせて、憲法の改正論議は、『国民主権』、『基本的人権の尊重』、『平和主義』の三原則を掲げる最高法規の「日本
国憲法」について、改正手続き含め、まさに、国民に国のあり方（国家）をどう規定していくかを問うているといえます。
　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活動を展開している当連絡センターでは、こう
した情勢も踏まえながら、2013年度の体制と活動課題を確認しました。
　東日本大震災から2年が過ぎ、復興の歩みもまだまだ厳しい状況が続いていますが、私たちは引き続きの応援・
支援とともに、脱原発をめざし、持続可能な社会づくりに向けたライフスタイルづくり、安全・安心な生活の確保
を求める諸課題に今年度もしっかり取組んでいきます。

編 集 後 記

2013年度の活動がスタートしました2013年度の活動がスタートしました

●2013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155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
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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、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、多摩のくら
しを考えるコンシューマーズ・ネットワーク、（社）栄養改善普及会

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体：2013年4月12日現在）

「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の
早期創設運動に取り組んでいます

「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」の
早期創設運動に取り組んでいます

日時：7月8日（月）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：①基調講演（消費者行政の国や都の動き、消費者教育推進法の展開について）

　講師：消費者庁長官　阿南　久さん
　　　　東京都生活文化局消費生活部企画調整課長　吉村　幸子さん（予定）
②事例報告（消費者教育についての消費者団体からの取り組み報告）　　　　　　 　 　
③ワークショップ（消費者教育推進法をどう活かす！）

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、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）

日時：6月26日（水）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　秀之さん
内容：①東京都の消費者行政について（「東京都消費生活基本計画」、2013年度の予算と重点課題）

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

　第183通常国会に、長年実現を求めてきた念願の「消費者の財産被害の回復のための民事の裁判手続きの特
例に関する法律案」が上程されました（2013年4月19日）。この法案は、消費者被害のうち共通の原因で多数発
生するものについて、被害金額を取り戻す実効的な被害回復の可能性を広げる画期的なもので、今国会での成
立を求め、全国54の賛同団体で運動を進めています。

　東京消費者団体連絡センターは、全国消費者団体連絡会の運動呼びかけに応え、これまでも東京都議会から
の「早期創設意見書」提出への働きかけ、国の制度案についてのパブリックコメント提出、シンポジウムや院内集
会の共同開催、緊急アピールの共同提出等に全国の仲間と共に取り組んできています。

●東京ガス扇島天然ガス工場 ●川崎天然ガス発電所

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～

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！～

　都市ガスの製造についてや太陽光発電、
熱効率の高い発電について学べ、エネルギー
政策のあり方を考える良い機会でした。また、
今回は東京ガスのご協力で普段見られない
LNG受入シーバース基地や川崎天然ガス発
電所等を見学でき、大変有意義な会となり
ました。

見学施設：東京ガス扇島天然ガス工場、かわさきエコ暮らし未来館（川崎市施設）、川崎天然ガス発電所
主催：東京消費者団体連絡センター　　　協力：東京ガス（株）

1．エネルギー施設見学会　　2013年3月29日（金）9：30～16：15（参加者16名）

＊詳しい報告は
　ホームページを参照ください

報　　告


