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2016年度の体制

　国が推進する成長戦略が展開されていますが、ＴＰＰや消費増税など、私たちのくらしへの不安は増すばかりです。また、
廃棄食品の横流し問題やマンションの杭打ち工事の相次いだデータの改ざん、スキーバスの事故など消費者の安全が脅かされ
る状況にもあります。こうした情勢も踏まえながら、2016年度の体制と活動課題を確認しました。
　今年4月より電力の小売自由化がスタートし、各家庭で自由に電力を選択できるようになり、すでに約280社が登録しています。
消費者は正確な情報を収集し、契約内容をよく理解した上でどう選ぶか、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、原発
に頼らない取り組みを進めなければなりません。また、昨年4月に施行された食品表示法に伴う新たな食品表示制度展開への
対応や「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特定に関する法律」の制度実施に関連した活動、7年
目となる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、都内及び地域での連携やネッ
トワークづくりの推進、東日本大震災被災地支援と復興に向けた活動への参加など、2016年度の活動として展開していきます。
　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、参加団体をはじめとした幅広い連携を進めながら、今年
度の活動がスタートしました。
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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、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

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体　2016年4月10日現在）

　2015年7月から連絡センターの事務局を勤め少し全体が見えてきました。事務
作業では参加団体のみなさんにたくさんご迷惑をおかけしたことと思います。温

かく支えていただきありがとうございました。消費者行政のことや消費者被害の実態など連絡センターに関わ
らなければ分からなかったことがたくさんありました。2016年度がスタートしました。誰もが安心して暮らせ
る社会になるよう参加団体の皆さんと一緒に活動していきたいと思います。（K.I）

編 集 後 記

４月１４日より発生している連続地震により、熊本県・大分県をはじめとして大きな被害がでており、
亡くなられた方々に追悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

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）

　

2016年3月7日（月）13：30～16：00（参加者71名）
　2015年度のまとめとして、取り組みの成果と課題、都内消費者団体の交
流の場づくり、東京都との協働事業の展開が報告されました。また、リレー
トークでは多摩市、コープみらい、東都生協、新日本婦人の会東京から報
告があり、後半のワークショップでは、成果と課題や次年度に向けて具体
的な懇談内容を出し合いました。この取り組みの継続の必要性や大切さの
声も出ており、今後さらに多くの団体や参加者と協力･連携して取り組みを
進めていきます。

日時：5月20日（金）10：30～12：30
場所：東京都消費生活総合センター　16階　学習室A
内容：①コイン型電池被害の再現実験
　　　②講演「乳幼児の誤飲について」
講師：山中　龍宏さん（緑園こどもクリニック院長）　　　　　　　　　　
主催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業

日時：6月29日（水）13：30～16：00
場所：東京都消費生活総合センター　17階　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
内容：第一部①「電力完全自由化制度とは?」　講師：電力･ガス取引監視等委員会　新川　達也さん
　　　　　　②「電力会社の賢い選び方」　　 講師：消費者庁消費者調査課長　澤井　景子さん
　　　第二部「自分の生活にあてはめよう!」　
主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連 環境･エネルギー政策推進連絡会

日時：7月8日（金）13：30～16：30
場所：東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　
内容：○リレー報告（国分寺市、調布市消団連、武蔵野市消団連　他）

○講演とワールドカフェ
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、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、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）

2015年12月7日（月）13：30～16：15（参加者43名）
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、練馬区消費生活センター運
営連絡会、葛飾区消費者団体連絡会、生活協同組合パルシステム東京、
東京南部生活用同組合、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）

　23区内の消費者団体で交流の場づくりをと呼びかけて、今回で2回目の
交流会です。当日はNPO法人豊島子どもwakuwakuネットワーク理事長の
栗林知絵子参さんから地域での活動報告と他3団体の報告、そしてワーク
ショップを行いました。様々な情報から新しい気付きもあり、元気になるた
めに、次につなげる足がかりとなりました。

2015年度　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」～さらなる連携をめざして～

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!"～私たち消費者団体が元気になるために～パートⅡ」

▶学習会「乳幼児の誤飲に注意！～実験と小児科の先生のお話から学びましょう～」

▶電力自由化スタート! 学習会

▶第5回多摩地域の消費者団体交流会 ～見つかる?!地域でつながってできること!～
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2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　2013年度活動のまとめと2014年度活動課題　

1. 消費者行政の充実･ 強化に向けて
（1）6年目となった都内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。
　消費者行政調査の取り組み
は、行政との協力関係･信頼関
係の進展、参加者の消費者行
政への関心の高まりや活動への
反映に着実な成果を上げ、行政
の取り組みへの消費者意見の
反映や地域での見える関係の
広がりにも少しずつ繋がってき
ています。

（2）	消費者市民社会の構築に向けて、東京都の消費者教育推進アクショ
ンプログラムの展開に参加し、消費者教育の推進に協力しました。
　平成 27年度東京都消費者教育アクションプログラムの具体
的取り組みである「東京都と東京都生協連との消費者教育推進
事業」清瀬市（知って･笑って･つながって !! ストップ　消費者被
害 !2016 年 2月22日開催）企画に、実行委員参加し、消費者
教育推進の取り組みに協力しました。

（3）2016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。国や東京都の施策に対してはパブリックコメント等で意見
書を提出しました。また、「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」
の施行に向けて、制度の実効性を確保するために要請活動等に取り
組みました。
①東京都予算への要望
活動（2015 年 9月、
11団体のべ61名参
加）〜東京都と都議
会 5 会派（ 自由民
主党、公明党、日本共産党、
民主党、生活者ネットワーク）
に実施。消費者行政の充実･
強化や、食の安全･安心確保、
また都民の安全･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。

②「集団的消費者被害回復のための訴訟制度」は 2013 年12月
に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判
手続きの特定に関する法律」として成立･公布され、3年以内
の施行に向けた制度の充実や確実な運用などが重要な課題。
連絡センターでは運動を継続し、「特定適格消費者団体に認定
･監督に関する指針（ガイドライン）」作成に向けて議員要請活
動等を実施。また、特定非営利活動法人消費者機構日本（適
格消費者団体）と東京都との協働事業「契約セミナー&法律
相談会」に協賛。

③「消費者契約法改正運動」に取り組み、意見書提出や一般社
団法人全国消費者団体連絡会の下で院内集会、議員要請活動
等を展開し国会成立を目指しました。3月4日に閣議決定され、
国会に上程されました。引き続き国会での成立に向けて取り組
んでいきます。

④東京都消費生活対策審議会で検討されていた「消費者被害から
高齢者を見守る取組に係る都の役割と区市町村との連携強化
について（消対審答申）」へのパブリックコメント募集に伴い、
東京都の担当職員を講師に事前学習会を実施し、理解を深め、
消費者団体からの意見を伝えた。

⑤政府関係機関の地方移転について、一般社団法人全国消費者
団体連絡会の下で院内集会等に取り組み、公益社団法人全国
消費生活相談員協会から呼びかけの「消費者庁と国民生活セ
ンターと消費者委員会の徳島県移転についての要望書」への
署名活動に協力。

（4）国や都、民間団体等の5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。

2.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、新たな食品表示制度やTPP、消費税、

社会保障、水銀条約等についての情報提供等に取り組みました。また、
電力小売自由化に向けての学習や受動喫煙防止にも取り組みました。
さらに、東日本大震災を風化させず、着実な復興を応援･支援する
ために、被災地支援に取り組みました。東京電力とは定期的に意見
交換の場を設けました。
①東日本大震災の被災地支援のために、東京卸売市場主催「福
島支援研修会」ではいわき市を訪問し、水産業の実状を学び、
被災地支援や風評被害について理解を深めた。

②電力･都市ガス小売
り自由化に向けて、
公益社団法人日本消
費生活アドバイザー
･コンサルタント･相
談員協会が取り組ん
だ学習会に協賛。情
報提供も行い、次年
度に向けて学習会開催を検討。

③受動喫煙防止について「罰則規定
のある条例制定や分煙対策の強
化、啓発の強化」等の要望を都知
事に提出し、各会派にも届けまし
た。また、取り組みを進めるため
に定例会での情報提供や東京都消
費者月間「交流フェスタ」での周知
（ブース展示、アンケート活動）。

（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した。
①「平成 28年度東京都衛生監視指導計画案」のパブリックコメ
ント募集に対して、意見を提出。

②関東農政局東京地域センター主催の「消費者団体との意見交
換会」では、食品トレサビリティ－や食品の表示、遺伝子組み
換え技術等の先端技術の農業･食品への応用をテーマに意見
交換し、「機能性表示食品」や「アレルギー表示のルール」「遺
伝子組み換え農産物」等について理解を深めた。

（3）	国や都、民間団体等の17委員会等に参画し、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た。

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。
10月の「見て、聞いて、話そう!
交流フェスタ」会場では、ブー
スでのパネル展示（消費者行政
調査アンケート結果、「知ってお
きたい受動喫煙のこと」、駅前
放置自転車クリーンミニキャン
ペーン）及びアンケートを行い、
啓発活動に取り組みました。

（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。
<参加･連携団体等>　一般社団法人全国消費者団体連絡会、
適格消費者団体の消費者機構日本、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、地方消費者行政充実の
ための懇談会
<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）参加団体との連携をすすめました。
　東京都生協連が東京都と協働した消費者教育推進事業に協力
し、清瀬市の実行委員会に参加しました。

（4）都内消費者団体とのネットワークづくりと活動情報交流を「23区消
費者団体活動情報交流会」や「多摩地域の消費者団体交流会」、消
費者行政調査活動等を通して進めました。

9/7 ｢キックオフ集会｣

53区市町村消費者行政担当者との懇談
（町田市）

受動喫煙アンケート　回収 380枚
（月間交流フェスタ会場にて）

３/16　「福島支援研修会」小名浜魚市場を見学

8/28 東京都への予算要望

10 ／ 10・11 東京都消費者月間
「交流フェスタ」連絡センターブース

 2 0 1 5 年 度 の まと め
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2016年　7月

8月

9月

10～11月

2017年　3月

アンケート調査

学習・意見交換会「東京の消費者行政について」

キックオフ集会

“区市町村との懇談” 

まとめの「報告・交流会」

時　期 項　目

区市町村消費者行政調査活動に取り組んでいます2016年度

スケジュール2015年度の成果と課題を受け、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。
今年度は、行政課題の要望化や地域での連携の進展や広がり、取り組
みへの関わり方や活用などの課題に取り組みながら、私たちが安心して
暮らしていくために、有意義で役に立つ消費者行政調査活動（地域の実
情を知り消費者団体や消費者が私たちのまちづくりに力を発揮、調査活
動を通して行政との連携や参画が進むことを目指す、消費者団体が協働
して取り組むことでさらに連携の輪を広げ、消費者行政の充実･活性化
を図る）を右記のスケジュールで展開していきます。

7/9 多摩地域の消費者団体交流会

①多摩地域の消費者団体交流会は実行
委員会方式で4回目を開催し、「つ
ながろう ! 発信しよう !多摩の消費
者〜ネットワークを広げよう !〜」の
テーマで 9つのリレー報告を行政、
消費者団体、弁護士団体から行い、
ワークショップでテーマを深め、活
発で満足度の高い交流会となった。

②２回目の取組となる「２３区消費者団体活動情報交流会」を１２月
に実行委員会形式で開催。「“ざっくばらんに交流しよう！”〜私た
ち消費者団体が元気になるために！パートⅡ〜」のテーマで地域で
の連携した取り組み等について、４団体から報告を行い、ワーク
ショップでテーマを深めた。

③「“はむらの消費者運動のあゆみ"に学ぶ」を開催し、消費者運
動の歩みを振り返り、活動への評価とヒントを元気にしたい活動
につなげた。

月　日 内　容 参加人数
2015/6/ ２ 「“はむらの消費者運動のあゆみ”に学ぶ」 12名

2015/6/16 「東京都における受動喫煙防止対策の推進強化と、実効性を担保するための条例制定を求める要望」提出
（東京都知事及び東京都議会５会派宛て）

2015/6/29 学習・意見交換会「東京の消費者行政について」（東京都生協連と共催） 98名
2015/7/9 第４回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」 63名
2015/8/28,9/4･8 2016年度東京都予算への要望活動 のべ61名
2015/9/ ７ 区市町村の消費者行政担当者との懇談キックオフ集会（東京都生協連と共催） 171名
2015/10/9.10 受動喫煙アンケート実施（東京都消費者月間「交流フェスタ」会場） 380枚回収
2015/10/27 消費者機構日本主催高齢者向け契約セミナー＆法律相談会 ( 協賛 ) セミナー74名
2015/10/27 「東京都の高齢者を見守るネットワークに係る取り組み」についての学習会 8名
2015/10 ～ 11 区市町村の消費者行政担当者との懇談（東京都生協連と共催） のべ352名
2015/11/28 NACS 主催「家庭用電力・都市ガス小売り自由化」学習会 ( 協賛 )
2015/12/ ７ 「23 区消費者団体活動情報交流会」 43名

2016/1/29 「内閣府消費者委員会の答申（消費者契約法）への意見書」提出（内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府
特命担当大臣、消費者庁長官、消費者委員会委員長宛て） 43名

2016/2/12 「平成 28 年度東京都食品衛生監視指導計画案についての意見」提出（東京都福祉保健局健康安全部食品
監視課宛て）

2016/2/22 消費者教育推進事業・清瀬市（実行委員会参加） 91名
2016/3/3 「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） 282名
2016/3/7 東京の区市町村消費者行政調査の取り組み「報告・交流会」（東京都生協連と共催） 71名
2016/3/11・12 「全国消費者大会」分科会・全体会（実行委員会参加） のべ489名
2016/3/16 東京都中央卸売市場主催「被災産地支援研修会」参加呼びかけ 53名

東京電力からの報告と意見交換
東京都消費者月間（実行委員会参加）

2016/5・2016/10 連絡センター通信・・年２回発行

1.1. 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り組みます。
	 7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）	消費者市民社会の構築に向けて、消費者教育推進に取り組みます。
（3）	2017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。
　　食品表示法の施行（2015年 4月1日）に伴う新たな食品表示制

度展開への対応、集団的消費者被害救済制度実施に向けての関
連した活動（東京都の特定適格消費者団体への財政支援について、
新制度の周知、適格消費者団体のPR等）など

（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、意見提出、情報提供等を

行っていきます。
TPP、エネルギー問題、電力･ガスの自由化に伴う課題、子供
に対する安全対策への対応、東京都の受動喫煙防止対策に伴

う課題など
（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。
機能性表示食品を含めた健康食品や輸入食品、アレルギー表示な
ど新たな食品表示制度の展開に対しては、食の安全･安心の観点
からも取り組みをすすめる

（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り組む団体等に参加

し、連携活動を進めます。
（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づくりと活動交流を推進します。

第 3 回「23 区消費者団体情報活動交流会」、第 5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、都内消費
者団体とのネットワークづくりを進める

 ●2015年度の活動
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2016年度の活動がスタートしました2016年度の活動がスタートしました

●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）
　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）　　　　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）
　中野　謙司（東京地方労働組合評議会）　　岩崎　初音（東都生活協同組合）
●事務局長　橋本　恵美子　　●事務局　池田　京子
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2016年度の体制

　国が推進する成長戦略が展開されていますが、ＴＰＰや消費増税など、私たちのくらしへの不安は増すばかりです。また、
廃棄食品の横流し問題やマンションの杭打ち工事の相次いだデータの改ざん、スキーバスの事故など消費者の安全が脅かされ
る状況にもあります。こうした情勢も踏まえながら、2016年度の体制と活動課題を確認しました。
　今年4月より電力の小売自由化がスタートし、各家庭で自由に電力を選択できるようになり、すでに約280社が登録しています。
消費者は正確な情報を収集し、契約内容をよく理解した上でどう選ぶか、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、原発
に頼らない取り組みを進めなければなりません。また、昨年4月に施行された食品表示法に伴う新たな食品表示制度展開への
対応や「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特定に関する法律」の制度実施に関連した活動、7年
目となる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、都内及び地域での連携やネッ
トワークづくりの推進、東日本大震災被災地支援と復興に向けた活動への参加など、2016年度の活動として展開していきます。
　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、参加団体をはじめとした幅広い連携を進めながら、今年
度の活動がスタートしました。
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発行　東京消費者団体連絡センター

発行責任者　橋本  恵美子

　第161号
〒169-0074　東京都新宿区北新宿4-8-16  北新宿君嶋ビル8F
TEL：03（6844）7894　fax:03（6844）6845
e-mail：center@coop-toren.or.jp
H  P：http://www.coop-toren.or.jp/tabid/142/Default.aspx

2016年5月12日発行

4　連絡センター通信 連絡センター通信　1

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、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

東京消費者団体連絡センターの参加団体（18団体　2016年4月10日現在）

　2015年7月から連絡センターの事務局を勤め少し全体が見えてきました。事務
作業では参加団体のみなさんにたくさんご迷惑をおかけしたことと思います。温

かく支えていただきありがとうございました。消費者行政のことや消費者被害の実態など連絡センターに関わ
らなければ分からなかったことがたくさんありました。2016年度がスタートしました。誰もが安心して暮らせ
る社会になるよう参加団体の皆さんと一緒に活動していきたいと思います。（K.I）

編 集 後 記

４月１４日より発生している連続地震により、熊本県・大分県をはじめとして大きな被害がでており、
亡くなられた方々に追悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

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）

　

2016年3月7日（月）13：30～16：00（参加者71名）
　2015年度のまとめとして、取り組みの成果と課題、都内消費者団体の交
流の場づくり、東京都との協働事業の展開が報告されました。また、リレー
トークでは多摩市、コープみらい、東都生協、新日本婦人の会東京から報
告があり、後半のワークショップでは、成果と課題や次年度に向けて具体
的な懇談内容を出し合いました。この取り組みの継続の必要性や大切さの
声も出ており、今後さらに多くの団体や参加者と協力･連携して取り組みを
進めていきます。

日時：5月20日（金）10：30～12：30
場所：東京都消費生活総合センター　16階　学習室A
内容：①コイン型電池被害の再現実験
　　　②講演「乳幼児の誤飲について」
講師：山中　龍宏さん（緑園こどもクリニック院長）　　　　　　　　　　
主催：東京消費者団体連絡センター　　*月間協賛事業

日時：6月29日（水）13：30～16：00
場所：東京都消費生活総合センター　17階　教室Ⅰ･Ⅱ　　　　　　　　　　　　
内容：第一部①「電力完全自由化制度とは?」　講師：電力･ガス取引監視等委員会　新川　達也さん
　　　　　　②「電力会社の賢い選び方」　　 講師：消費者庁消費者調査課長　澤井　景子さん
　　　第二部「自分の生活にあてはめよう!」　
主催：東京消費者団体連絡センター、東京都生協連 環境･エネルギー政策推進連絡会

日時：7月8日（金）13：30～16：30
場所：東京都多摩消費生活センター　教室Ⅰ･Ⅱ　　　
内容：○リレー報告（国分寺市、調布市消団連、武蔵野市消団連　他）

○講演とワールドカフェ
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、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、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）

2015年12月7日（月）13：30～16：15（参加者43名）
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、練馬区消費生活センター運
営連絡会、葛飾区消費者団体連絡会、生活協同組合パルシステム東京、
東京南部生活用同組合、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）

　23区内の消費者団体で交流の場づくりをと呼びかけて、今回で2回目の
交流会です。当日はNPO法人豊島子どもwakuwakuネットワーク理事長の
栗林知絵子参さんから地域での活動報告と他3団体の報告、そしてワーク
ショップを行いました。様々な情報から新しい気付きもあり、元気になるた
めに、次につなげる足がかりとなりました。

2015年度　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」～さらなる連携をめざして～

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!"～私たち消費者団体が元気になるために～パートⅡ」

▶学習会「乳幼児の誤飲に注意！～実験と小児科の先生のお話から学びましょう～」

▶電力自由化スタート! 学習会

▶第5回多摩地域の消費者団体交流会 ～見つかる?!地域でつながってできること!～


