報告と催しのご案内
報告（＊詳しい報告はホームページを参照ください）
1 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〜」
7月8日（金）10：30〜12：30（東京都生協連会館）
● 主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連
● 参加者：36名
消費者行政連絡会
●

●

講師：小笠原広樹氏
（東京都生活文化局消費生活部

部長）

連絡センター通信
2011年10月12日発行

3年目を迎えた ざっくばらんにトーク は、東京都の
消費生活対策予算・震災対策・5つの政策課題、消費
者行政についての消費生活部長の講演後、意見交換し
ました。参加者からは活発な質問・意見があり、都の
取り組みを聞く機会が少なく良い企画だった、情報に
ついてその大切さと受け止める自らの姿勢の反省など、
知らせ、知ることの重要さを改めて感じた、今後の活
動に活かしていきたい、等の声が寄せられました。

発行

●小笠原 消費生活部長

7月15日（金）10：30〜12：30（東京都消費生活総合センター）
● 講演①
「放射能物質の水産物への影響」 講師：水産庁増殖推進部研究指導課研究管理官 森田貴己氏
講演②「東京都の取り組み〜農林水産物の放射能検査や都民の声に応えて〜」 講師：東京都産業労働局農林水産部食料安全課長 平野直彦氏
● 主催：東京消費者団体連絡センター
● 参加者：111名
●

幅広い分野からの参加のもと
（消費者団体、生協役職員・組合員、一般消費者、国や東京都・市職員、事業者等）、水産庁からは、
放射性セシウムが漁体内で高濃度濃縮や蓄積し続けるわけではないこと、淡水魚への注意、福島県での操業禁止、継続したモニタリ
ング検査の実施等について、また、東京都からは、震
災後の経過や国への緊急要望、検査の取り組み状況等
についての講演がありました。質問時間は不十分でした
が、わかりやすい話と安心感につながる内容・質疑応
答で、放射性物質の食品への影響についての理解が進
み、判断力を培って、風評被害に惑わされない責任あ
る消費行動につなげる一助となった企画でした。また、
タイムリーな企画だった等の声や、継続した学習会の要
望も寄せられました。
○消費者庁の協力を得て、
「食品と放射能 Q＆A」
（消
費者庁発行）を参加者全員に配布しました。

催しのご案内
HACCPセミナーと工場見学
主催：（財）食品産業センター、東京消費者団体連絡センター
▶HACCPてなぁ〜に？
日時：2012年1月12日（木）14：00〜16：00（16：30）
会場：東京都消費生活総合センター
（予定）
講演：①「食の安全・安心につながるHACCP（仮称）」 植田講師
（
（財）
日本食品分析センター副部長）
②第二講：「HACCPてなぁ〜に 実践例（レトルト食品を例にして）
（仮称）
」 佐合講師
（ハウス食品
（株）
品質保証部課長）
○HACCPの価値を理解し、認識するために、
「HACCP の基本から、身近な商品での実践例・家庭での応用まで」や放射能への対応
についても学びます。

野田工場
（＊バスで移動）

学習・意見交換会「東京の農業のこれから
（仮称）
」
日時：11月22日（火）10：30〜12：30
会場：東京都生協連会館
について 講師：東京都産業労働局農林水産部農業振興課長 内田敏夫さん
内容：○「都民生活に密着した産業・東京農業の新たな展開」
○研究者、生産者からの報告・コメント
講師：武蔵大学経済学部教授 後藤光蔵さん、JA東京青壮年組織協議会 栗原剛さん
主催：東京消費者団体連絡センター
学習・意見交換会「放射能の健康に及ぼす影響について（仮称）」
日時：11月25日（金）13：30〜15：30
会場：東京地域センター会議室
（大手町合同庁舎内）
内容：講演「放射能の健康に及ぼす影響について」
講師：独立行政法人 放射線医学総合研究所
○福島からの報告
（調整中） ○会場との意見交換
主催：関東農政局 東京地域センター、東京消費者団体連絡センター

明石真言理事

くらしフェスタ東京2011 メインシンポジウム ̶渋滞学・無駄学から考える「責任ある消費行動」̶
日時：10月26日（水）13：30〜16：00
会場：新宿明治安田生命ホール
講師：東大教授 西成活裕さん

編 集 後 記

7月から東京消費者団体連絡センターの事務局担当になりました橋本恵美子
です。なれないことばかりで参加団体の皆さまにはご迷惑をおかけしております
がご協力をいただきなんとか3ヶ月が過ぎました。と同時に、活動を通して消費者団体としての役割を大
きく感じております。今後ともよろしくお願いいたします。
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東京消費者団体連絡センター

〒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：yano@coop-toren.or.jp
H P：http://www.coop-toren.or.jp/14/index.html
発行責任者 矢野 洋子

2 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〜」

▶工場見学
日時：2012年1月24日（火）集合時刻未定（午前） 会場：日本ミルクコミュニティ
○HACCPの製造現場での応用例などについて、工場を見学し、話を聞きます。
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●目 次

♢2012年度東京都予算への要望提出 ♢東京の区市町村消費者行政訪問・懇談がスタート
♢2012年度東京都予算への要望事項
♢「区市町村の消費者行政担当者との懇談 キックオフ集会」開催報告
♢催しの報告とご案内

p.1
p.2,3
p.3
p.4

2012年度東京都予算への要望を東京都に提出しました。
都議会各会派とは今年から自由民主党とも懇談し、5会派に申し入れました。
東京消費者団体連絡センターは、8月30日に石原東京都知事あてに2012年度東京都予算案への要望書を提出
し、当日は東京都生活文化局消費生活部藤井部長はじめ6名の担当者と意見交換しました。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）とは9月6日と12日両日にヒアリングや懇談を行
い、要望の実現に向けて理解と尽力を求めました。今回の予算要望には連絡センターからは代表委員の7団体含め
12団体と東京都消費者月間実行委員会事務局の延べ51名が参加しました。（要望項目はP.2参照）
東京都との意見交換では、山根課長から来年度予算の厳しい状況が伝えられるも、活性化基金事業の評価・継続の
検討や、藤井部長からは「要望事項をしっかり受け止め、関係部署にも伝え進めていきます」の締めくくりがありました。
参加団体からは、情報発信、消費者
団体支援、放射能対応、協働事業等
への要望が出されました。
都議会5会派とのヒアリングや懇談
では、各会派から、連絡センターから
の要望への賛同や、意見を活かして要
請していく旨の受けとめがあり、多摩
消費生活センターの周知や活性化、消
費者教育、消費者月間事業のPR、放
射 能検査、食の安全、情報提供、築
地市場問題、エネルギー対策等につい
●東京都との意見交換
●東京都議会自由民主党との懇談
て意見交換しました。

区市町村消費者行政訪問・懇談が10月11日よりスタートします。
協2連合会）が共同して進めています。7月には53区市町
東京の区市町村消費者行政調査の取り組みは2年目に
入り、調査を通じて消費者行政の活性化・充実を図る、 村を対象に消費者行政アンケート調査に取り組み（回収率
消費者行政の実情をつかみ、私たちの取り組みに活かす、 100％）、9月2日のキックオフ集会を経て、10月11日より
調査活動を通して、区市町村とのパイプ形成を進める、 53区市町村への訪問・懇談がスタートします。
など5つの目的を掲げ、東京消費者団体連絡センター（19 （＊9月2日のキックオフ集会の報告はP．3参照）
団体）と東京都生協連消費者行政連絡会（地域生協の6生

東京消費者団体連絡センターの参加団体（19団体：2011年5月1日現在）
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
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⑤必要な法制度整備については国に積極的に働きかけてく
ださい。

2012年度東京都予算に関する要望事項

（2）情報の共有化やリスクコミュニケーションを充
実・推進してください。

今回の要望事項には、東京都生協連消費者行政連絡会と取組んでいる53区市町村消費者行政調査で得られた情
報を組込み、消費者行政の充実・強化に関する8項目では、多摩地域から出ていた多摩消費生活センターの相談
機能復活の声に対する東京都消費生活センターのセンターオブセンターとしての市町村支援や、消費者教育の学
校教育現場での推進等を要望し、食の安全・安心確保に関する3項目では、築地市場の移転問題について卸売市
場の安全性の確保等を、また新たに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も要望しました。

1 消費者行政の充実・強化に関して
2011年度の消費者行政予算は1,931,617千円
（前年度比
102.7％）でしたが、全体の42.5％を占めている公衆浴場
対策費と、国の
「地方消費者行政活性化基金」
（578,136千
円）
を除いた自主財源は、532,919千円
（前年度比96,8％）
でした。東京都においては
「地方消費者行政活性化基金」
を2011年度でほぼ使い切り、2012年度は自主財源での予
算確保を十分行って、消費者行政を推進してください。

（1）消費生活基本計画の積極的な推進を引き続き図
ってください。

ますが（2010年度 16,697件 対 前年度 比12.3％）
、相
談されない潜在的な被害が十分考えられます。相談先の
周知や知識の習得を含め、自立した消費者を育てる消費
者教育が学校教育現場で積極的に推進されるよう手立て
を講じてください。
また、東京都の啓発キャラクターなどを消費者団体や
非営利団体が、啓発教材や資料に活用できるよう、その
環境づくりを検討してください。
事故情報を含め消費者情報については電子媒体以外での
提供も含め、タイムリーで効果的、かつわかりやすい内容
での提供を進めてください。

（2）活性化基金で取り組まれた事業の継続化を図っ
てください。
（3）東京都消費生活総合センター機能の強化を推進
してください。

①区市町村の相談窓口の充実・強化が図られるよう、支
援を強めてください。
特に、多摩消費生活センターについては、相談機能復
活や多摩地域のセンターオブセンター機能を求める声が
続いており、多摩消費生活センターや市町村への出張
相談の回数を増やすことも一方策です。
②相談窓口の日曜開設や平日の相談時間の延長を検討して
ください。
新たな対応が実現できるまで、相談時間外の電話メッセ
ージで、週末相談等を実施している相談窓口を案内す
るなどの方策も講じてください。
③相談員の雇用の安定を図ってください。
④相談員の研修を進め、人材育成を図ってください。
⑤区市町村の消費者行政担当者との情報交流をすすめ、
センターオブセンターとしての支援等に活かしてくだ
さい。
区市町村の一部エリアで開催されている所長会や担当
者連絡会での情報交流での声も活かし、支援内容につ
なげてください。

●都議会民主党のヒアリング

●都議会公明党のヒアリング

①食品の放射性物質検査の拡大・推進と正確でわかりや
すい情報提供、情報の理解を進める学習・意見交換会
の設定などを進めてください。
②輸入食品を含め、食品の安全確保のために、監視強化、
検査の充実、事業者への監視指導などの強化を図ってく
ださい。
③食品表示の適正化を進め、事業者へのコンプライアン
スに対する指導を強めてください。
④BSE対策では、予防原則の立場に立った施策を講じて
ください。全頭検査についてはリスクコミュニケーショ
ンを展開してください。

3 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

（1）放射能汚染からの食や生活の安全・安心確保の
ための取り組みを推進してください。
（2）再生可能なエネルギーの積極的導入や地域分散
型エネルギー等により、原子力発電に頼らない
多様なエネルギー確保を進めていけるよう、ラ
イフスタイルの見直しを含めた都民参加の論議
を進め、施策を講じてください。

日

時

2011年9月2日
（金）
13：30〜15：30
（東京都生協連会館3階）

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

容

●基調講演
「地域のくらしと消費者行政の充実」
講 師：池本誠司氏
（適格消費者団体
「埼玉消費者被害をなくす
会」
理事長）
●報告
「東京の相談員アンケート調査から見えたこと」
報告者：釜井代表幹事、鈴木さん、福長さん
（TOKYO消費者行
政充実ねっと）
●区市町村との懇談に向けて
①「2011年度 東京の区市町村消費者行政アンケート」調査結果報告
②懇談に向けての行動提起

10月からの「区市町村消費者行政担当者との懇談」に向けて、取り組みの主旨
や具体的内容の共有化を図るために開催しましたが、参加者からは満足感や、
談や活動に活かせるヒントが得られた等の声が多く寄せられ、充実した会になり
ました。（詳しくは、ホームページを参照下さい。）

●
「なくす会」理事長池本誠司さん

駅前放置自転車クリーンキャンペーンに参加しましょう！

審議会等に消費者・都民の参加が図られ、委員構成の
バランスも加味して消費者・都民委員の複数配置も進めて
ください。

連絡センター通信

（1）食品の安全確保施策を積極的に講じてください。

消費者活動や消費者行政調査の取組の大切さ、今後の消費者行政担当者との懇

（7）東京都消費者月間事業の充実・発展と、消費者
団体との協働の推進を図ってください。

2

2 食の安全・安心確保に関して

内

（6）適格消費者団体との連携推進と共に、訴訟費用
の援助制度等、支援のあり方についても検討を
進めてください。

若者
（29歳以下）の消費者相談件数は、減少傾向にあり

●都議会生活者ネットワーク・みらいとの懇談

築地市場の移転について、豊洲新市場予定地の土壌汚
染問題に関する調査報告や対策に不信や不安・疑問の声
が続いています。卸売市場での安全な立地環境が確保さ
れるための丁寧な取り組みと、都民への的確な情報提供
や意見交換会などを継続し、都民合意の下で卸売市場の
あり方の検討を進めてください。

参加者 86名

（5）悪質な事業者に対する取締りや指導を強めてく
ださい。

（8）消費者教育の学校教育現場での推進や消費者情
報の効果的な提供に取り組んでください。

（3）安全・安心が担保できる卸売市場を確保してく
ださい。

「区市町村の消費者行政担当者との懇談キックオフ集会
〜区市町村の消費者行政の充実めざして〜」を開催しました

（4）多摩消費生活センターの機能発揮・活性化を推
進してください。

行政処分協力者への
「支援プログラム」の取り組みなど、
新たに生じた課題には適切・迅速な対応を進めてください。
また、必要な法制度整備については国に積極的に働きか
けてください。

多様なコミュニケーションの機会をつくるなどしてその
充実を図ってください。

標語 「困ります！

自転車置きざり

知らんぷり」

期間 10月22日〜10月31日
♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」
（10/14・15）会場で、キャンペーンPRします。
●日本共産党東京都議会議員団との懇談

連絡センター通信

3

⑤必要な法制度整備については国に積極的に働きかけてく
ださい。

2012年度東京都予算に関する要望事項

（2）情報の共有化やリスクコミュニケーションを充
実・推進してください。

今回の要望事項には、東京都生協連消費者行政連絡会と取組んでいる53区市町村消費者行政調査で得られた情
報を組込み、消費者行政の充実・強化に関する8項目では、多摩地域から出ていた多摩消費生活センターの相談
機能復活の声に対する東京都消費生活センターのセンターオブセンターとしての市町村支援や、消費者教育の学
校教育現場での推進等を要望し、食の安全・安心確保に関する3項目では、築地市場の移転問題について卸売市
場の安全性の確保等を、また新たに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も要望しました。

1 消費者行政の充実・強化に関して
2011年度の消費者行政予算は1,931,617千円
（前年度比
102.7％）でしたが、全体の42.5％を占めている公衆浴場
対策費と、国の
「地方消費者行政活性化基金」
（578,136千
円）
を除いた自主財源は、532,919千円
（前年度比96,8％）
でした。東京都においては
「地方消費者行政活性化基金」
を2011年度でほぼ使い切り、2012年度は自主財源での予
算確保を十分行って、消費者行政を推進してください。

（1）消費生活基本計画の積極的な推進を引き続き図
ってください。

ますが（2010年度 16,697件 対 前年度 比12.3％）
、相
談されない潜在的な被害が十分考えられます。相談先の
周知や知識の習得を含め、自立した消費者を育てる消費
者教育が学校教育現場で積極的に推進されるよう手立て
を講じてください。
また、東京都の啓発キャラクターなどを消費者団体や
非営利団体が、啓発教材や資料に活用できるよう、その
環境づくりを検討してください。
事故情報を含め消費者情報については電子媒体以外での
提供も含め、タイムリーで効果的、かつわかりやすい内容
での提供を進めてください。

（2）活性化基金で取り組まれた事業の継続化を図っ
てください。
（3）東京都消費生活総合センター機能の強化を推進
してください。

①区市町村の相談窓口の充実・強化が図られるよう、支
援を強めてください。
特に、多摩消費生活センターについては、相談機能復
活や多摩地域のセンターオブセンター機能を求める声が
続いており、多摩消費生活センターや市町村への出張
相談の回数を増やすことも一方策です。
②相談窓口の日曜開設や平日の相談時間の延長を検討して
ください。
新たな対応が実現できるまで、相談時間外の電話メッセ
ージで、週末相談等を実施している相談窓口を案内す
るなどの方策も講じてください。
③相談員の雇用の安定を図ってください。
④相談員の研修を進め、人材育成を図ってください。
⑤区市町村の消費者行政担当者との情報交流をすすめ、
センターオブセンターとしての支援等に活かしてくだ
さい。
区市町村の一部エリアで開催されている所長会や担当
者連絡会での情報交流での声も活かし、支援内容につ
なげてください。

●都議会民主党のヒアリング

●都議会公明党のヒアリング

①食品の放射性物質検査の拡大・推進と正確でわかりや
すい情報提供、情報の理解を進める学習・意見交換会
の設定などを進めてください。
②輸入食品を含め、食品の安全確保のために、監視強化、
検査の充実、事業者への監視指導などの強化を図ってく
ださい。
③食品表示の適正化を進め、事業者へのコンプライアン
スに対する指導を強めてください。
④BSE対策では、予防原則の立場に立った施策を講じて
ください。全頭検査についてはリスクコミュニケーショ
ンを展開してください。

3 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

（1）放射能汚染からの食や生活の安全・安心確保の
ための取り組みを推進してください。
（2）再生可能なエネルギーの積極的導入や地域分散
型エネルギー等により、原子力発電に頼らない
多様なエネルギー確保を進めていけるよう、ラ
イフスタイルの見直しを含めた都民参加の論議
を進め、施策を講じてください。

日

時

2011年9月2日
（金）
13：30〜15：30
（東京都生協連会館3階）

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

容

●基調講演
「地域のくらしと消費者行政の充実」
講 師：池本誠司氏
（適格消費者団体
「埼玉消費者被害をなくす
会」
理事長）
●報告
「東京の相談員アンケート調査から見えたこと」
報告者：釜井代表幹事、鈴木さん、福長さん
（TOKYO消費者行
政充実ねっと）
●区市町村との懇談に向けて
①「2011年度 東京の区市町村消費者行政アンケート」調査結果報告
②懇談に向けての行動提起

10月からの「区市町村消費者行政担当者との懇談」に向けて、取り組みの主旨
や具体的内容の共有化を図るために開催しましたが、参加者からは満足感や、
談や活動に活かせるヒントが得られた等の声が多く寄せられ、充実した会になり
ました。（詳しくは、ホームページを参照下さい。）

●
「なくす会」理事長池本誠司さん

駅前放置自転車クリーンキャンペーンに参加しましょう！

審議会等に消費者・都民の参加が図られ、委員構成の
バランスも加味して消費者・都民委員の複数配置も進めて
ください。

連絡センター通信

（1）食品の安全確保施策を積極的に講じてください。

消費者活動や消費者行政調査の取組の大切さ、今後の消費者行政担当者との懇

（7）東京都消費者月間事業の充実・発展と、消費者
団体との協働の推進を図ってください。

2

2 食の安全・安心確保に関して

内

（6）適格消費者団体との連携推進と共に、訴訟費用
の援助制度等、支援のあり方についても検討を
進めてください。

若者
（29歳以下）の消費者相談件数は、減少傾向にあり

●都議会生活者ネットワーク・みらいとの懇談

築地市場の移転について、豊洲新市場予定地の土壌汚
染問題に関する調査報告や対策に不信や不安・疑問の声
が続いています。卸売市場での安全な立地環境が確保さ
れるための丁寧な取り組みと、都民への的確な情報提供
や意見交換会などを継続し、都民合意の下で卸売市場の
あり方の検討を進めてください。

参加者 86名

（5）悪質な事業者に対する取締りや指導を強めてく
ださい。

（8）消費者教育の学校教育現場での推進や消費者情
報の効果的な提供に取り組んでください。

（3）安全・安心が担保できる卸売市場を確保してく
ださい。

「区市町村の消費者行政担当者との懇談キックオフ集会
〜区市町村の消費者行政の充実めざして〜」を開催しました

（4）多摩消費生活センターの機能発揮・活性化を推
進してください。

行政処分協力者への
「支援プログラム」の取り組みなど、
新たに生じた課題には適切・迅速な対応を進めてください。
また、必要な法制度整備については国に積極的に働きか
けてください。

多様なコミュニケーションの機会をつくるなどしてその
充実を図ってください。

標語 「困ります！

自転車置きざり

知らんぷり」

期間 10月22日〜10月31日
♦連絡センターは、東京都消費者月間「交流フェスタ」
（10/14・15）会場で、キャンペーンPRします。
●日本共産党東京都議会議員団との懇談
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報告と催しのご案内
報告（＊詳しい報告はホームページを参照ください）
1 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〜」
7月8日（金）10：30〜12：30（東京都生協連会館）
● 主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連
● 参加者：36名
消費者行政連絡会
●

●

講師：小笠原広樹氏
（東京都生活文化局消費生活部

部長）

連絡センター通信
2011年10月12日発行

3年目を迎えた ざっくばらんにトーク は、東京都の
消費生活対策予算・震災対策・5つの政策課題、消費
者行政についての消費生活部長の講演後、意見交換し
ました。参加者からは活発な質問・意見があり、都の
取り組みを聞く機会が少なく良い企画だった、情報に
ついてその大切さと受け止める自らの姿勢の反省など、
知らせ、知ることの重要さを改めて感じた、今後の活
動に活かしていきたい、等の声が寄せられました。

発行

●小笠原 消費生活部長

7月15日（金）10：30〜12：30（東京都消費生活総合センター）
● 講演①
「放射能物質の水産物への影響」 講師：水産庁増殖推進部研究指導課研究管理官 森田貴己氏
講演②「東京都の取り組み〜農林水産物の放射能検査や都民の声に応えて〜」 講師：東京都産業労働局農林水産部食料安全課長 平野直彦氏
● 主催：東京消費者団体連絡センター
● 参加者：111名
●

幅広い分野からの参加のもと
（消費者団体、生協役職員・組合員、一般消費者、国や東京都・市職員、事業者等）、水産庁からは、
放射性セシウムが漁体内で高濃度濃縮や蓄積し続けるわけではないこと、淡水魚への注意、福島県での操業禁止、継続したモニタリ
ング検査の実施等について、また、東京都からは、震
災後の経過や国への緊急要望、検査の取り組み状況等
についての講演がありました。質問時間は不十分でした
が、わかりやすい話と安心感につながる内容・質疑応
答で、放射性物質の食品への影響についての理解が進
み、判断力を培って、風評被害に惑わされない責任あ
る消費行動につなげる一助となった企画でした。また、
タイムリーな企画だった等の声や、継続した学習会の要
望も寄せられました。
○消費者庁の協力を得て、
「食品と放射能 Q＆A」
（消
費者庁発行）を参加者全員に配布しました。

催しのご案内
HACCPセミナーと工場見学
主催：（財）食品産業センター、東京消費者団体連絡センター
▶HACCPてなぁ〜に？
日時：2012年1月12日（木）14：00〜16：00（16：30）
会場：東京都消費生活総合センター
（予定）
講演：①「食の安全・安心につながるHACCP（仮称）」 植田講師
（
（財）
日本食品分析センター副部長）
②第二講：「HACCPてなぁ〜に 実践例（レトルト食品を例にして）
（仮称）
」 佐合講師
（ハウス食品
（株）
品質保証部課長）
○HACCPの価値を理解し、認識するために、
「HACCP の基本から、身近な商品での実践例・家庭での応用まで」や放射能への対応
についても学びます。

野田工場
（＊バスで移動）

学習・意見交換会「東京の農業のこれから
（仮称）
」
日時：11月22日（火）10：30〜12：30
会場：東京都生協連会館
について 講師：東京都産業労働局農林水産部農業振興課長 内田敏夫さん
内容：○「都民生活に密着した産業・東京農業の新たな展開」
○研究者、生産者からの報告・コメント
講師：武蔵大学経済学部教授 後藤光蔵さん、JA東京青壮年組織協議会 栗原剛さん
主催：東京消費者団体連絡センター
学習・意見交換会「放射能の健康に及ぼす影響について（仮称）」
日時：11月25日（金）13：30〜15：30
会場：東京地域センター会議室
（大手町合同庁舎内）
内容：講演「放射能の健康に及ぼす影響について」
講師：独立行政法人 放射線医学総合研究所
○福島からの報告
（調整中） ○会場との意見交換
主催：関東農政局 東京地域センター、東京消費者団体連絡センター

明石真言理事

くらしフェスタ東京2011 メインシンポジウム ̶渋滞学・無駄学から考える「責任ある消費行動」̶
日時：10月26日（水）13：30〜16：00
会場：新宿明治安田生命ホール
講師：東大教授 西成活裕さん

編 集 後 記

7月から東京消費者団体連絡センターの事務局担当になりました橋本恵美子
です。なれないことばかりで参加団体の皆さまにはご迷惑をおかけしております
がご協力をいただきなんとか3ヶ月が過ぎました。と同時に、活動を通して消費者団体としての役割を大
きく感じております。今後ともよろしくお願いいたします。
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東京消費者団体連絡センター

〒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：yano@coop-toren.or.jp
H P：http://www.coop-toren.or.jp/14/index.html
発行責任者 矢野 洋子

2 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〜」

▶工場見学
日時：2012年1月24日（火）集合時刻未定（午前） 会場：日本ミルクコミュニティ
○HACCPの製造現場での応用例などについて、工場を見学し、話を聞きます。

第

●目 次

♢2012年度東京都予算への要望提出 ♢東京の区市町村消費者行政訪問・懇談がスタート
♢2012年度東京都予算への要望事項
♢「区市町村の消費者行政担当者との懇談 キックオフ集会」開催報告
♢催しの報告とご案内

p.1
p.2,3
p.3
p.4

2012年度東京都予算への要望を東京都に提出しました。
都議会各会派とは今年から自由民主党とも懇談し、5会派に申し入れました。
東京消費者団体連絡センターは、8月30日に石原東京都知事あてに2012年度東京都予算案への要望書を提出
し、当日は東京都生活文化局消費生活部藤井部長はじめ6名の担当者と意見交換しました。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）とは9月6日と12日両日にヒアリングや懇談を行
い、要望の実現に向けて理解と尽力を求めました。今回の予算要望には連絡センターからは代表委員の7団体含め
12団体と東京都消費者月間実行委員会事務局の延べ51名が参加しました。（要望項目はP.2参照）
東京都との意見交換では、山根課長から来年度予算の厳しい状況が伝えられるも、活性化基金事業の評価・継続の
検討や、藤井部長からは「要望事項をしっかり受け止め、関係部署にも伝え進めていきます」の締めくくりがありました。
参加団体からは、情報発信、消費者
団体支援、放射能対応、協働事業等
への要望が出されました。
都議会5会派とのヒアリングや懇談
では、各会派から、連絡センターから
の要望への賛同や、意見を活かして要
請していく旨の受けとめがあり、多摩
消費生活センターの周知や活性化、消
費者教育、消費者月間事業のPR、放
射 能検査、食の安全、情報提供、築
地市場問題、エネルギー対策等につい
●東京都との意見交換
●東京都議会自由民主党との懇談
て意見交換しました。

区市町村消費者行政訪問・懇談が10月11日よりスタートします。
協2連合会）が共同して進めています。7月には53区市町
東京の区市町村消費者行政調査の取り組みは2年目に
入り、調査を通じて消費者行政の活性化・充実を図る、 村を対象に消費者行政アンケート調査に取り組み（回収率
消費者行政の実情をつかみ、私たちの取り組みに活かす、 100％）、9月2日のキックオフ集会を経て、10月11日より
調査活動を通して、区市町村とのパイプ形成を進める、 53区市町村への訪問・懇談がスタートします。
など5つの目的を掲げ、東京消費者団体連絡センター（19 （＊9月2日のキックオフ集会の報告はP．3参照）
団体）と東京都生協連消費者行政連絡会（地域生協の6生

東京消費者団体連絡センターの参加団体（19団体：2011年5月1日現在）
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
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