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i第51回大会記念講演　樋口恵子さんi

2015年9月25日（金）　全体会10：30－12：30

分科会13：30－15：30

埼玉会館　大ホール。小ホール。会議室
第51回埼玉県消費者大会実行委員会
埼玉県
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第51回埼玉県消費者大会実行委員会参加団体名簿
【大会役員】
実行委員長
副実行委員長
事務局長

鹿田美子　（さいたま市消費者団体連絡会代表）
川上豊子　（埼玉母親大会連絡会事務局長）

岩岡宏保　（埼玉県消費者団体連絡会事務局長）

団体名 �代表者名 

埼玉県地域婦人会連合会 �柿沼トミ子 

新日本婦人の会埼玉県本部 �加藤ユリ 

埼玉県生活協同組合連合会 �岩岡宏保 

埼玉母親大会連絡会 �美口千枝子 

埼玉公団住宅自治会協議会 �佐藤利彦 

さいたま市消費者団体連絡会 �鹿田美子 

コーベル �奈良原ノブ子 

生活協同組合コープみらい �新井ちとせ 

生活協同組合パルシステム埼玉 �田原けい子 

医療生協さいたま生活協同組合 �雪田慎二 

さいたま住宅生活協同組合 �後藤晴雄 

埼玉県労働者共済生活協同組合（全労済） �横田行秀 

JA埼玉県女性組織協議会 �見川せつ子 

埼玉県農民運動連合会 �立石昌義 

適格消費者団体NPO法人埼玉消費者被害をなくす会 �池本誠司 

埼玉県消費生活コンサルタントの会 �山下則子 

春日都市くらしの会 �斎藤悔子 

加須市くらしの会 �杉沢正子 

久喜市くらしの会 �宮内智 

志木市くらしの会 �木下里美 

白岡市くらしの会 �川嶋ヒロ子 

越谷市消費生活研究会 �中村千代子 

所沢市消費者団体連絡会 �河村フクエ 

埼玉県西部地区消費者団体活動推進世話人会 �星川一恵 

桶川市くらしの会 �藤本悦子 



大食プログラム（全体会）

開場：10時00分　開会：10時30分　閉会：12時30分

1，開会（司会）

鈴木照子さん　　（埼玉公団住宅自治会協議会）

田村春枝さん　　（桶川市くらしの会）

2，オープニング

平和を考える朗読　斉藤とも子　さん

3，実行委員会団体紹介

4，主催者挨拶

廣田美子　　実行委員長

5，来賓挨拶

塩川　修　埼玉県副知事

6，基調報告、埼玉県への要請

岩岡宏保　　事務局長

7．記念講演

『一歩ふみだせば何かが変わる』
樋口恵子さん（評論家）

お願い：講演中の録音、写真・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

8．大会アピール採択

浅野好美さん　（医療生協さいたま）

9，閉会

会場内では携帯電話の電源はお切りください。開演中の飲食はご遠慮ください。 

場内で記録用の写真撮影をしております。 

ー1－



開場：13時00分
開会：13時30分
閉会：15時30分

各会場に、分科会資料を用意しています。

満席の際は、入場できませんので
ご了承ください。

テーマ「食」　　　　会場：小ホール

今、消費者として知っておきたい‘‘食’’のこと
～機能性表示食品制度、食品ロス～

助言者　鬼武一夫さん（日本生活協同組合連合会安全政策部部長）

永田信雄さん（フードバンク埼玉（仮称）一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会専務理事）

報告　小池和明さん（地域におけるJAの果している役割JA埼玉県中央会）

◇最近よくテレビCM等で見る「機能性表示食品」って何？「トクホ」とはどう違うの？

食品についている表示や店頭のポップなど具体的な事例を元に、商品を選ぶ時のポイン

ト、気を付けることをお聞きします。先ずは知ることから始めましょう。

◇食料自給率が39％の日本で廃棄される食品の多さを考えたことはありますか？

廃棄される食品の半分は家庭から出ています。一方で満足な食事ができない方も。

埼玉で始まったフードバンクの取組みから「食品ロス」の現状を学びます。

テーマ「消費者問題」　会場：3C会議室

未然に防ごう消費者被害
～かるたで学ぶ悪質商法～

助言者　埼玉県消費生活支援センター江森昌子相談担当部長

消費生活相談員の皆さん（埼玉県消費生活コンサルタントの会）

◇県内の消費者被害の状況について、平成26年度に県及び市町村で受け付けた消費生活

相談のまとめをもとにお話いただきます。どんな相談・被害が多いのでしょうか？
◇悪質商法による消費者被害が後を絶ちません。知っているつもりでも騙されてしまうこ

とも・・・。消費者トラブルを未然に防止するために松平健さん扮するイメージキャラ

クター「未然奉行」が、悪質商法のさまざまな手口を紹介した『未然かるた』を使って、

楽しみながら、もう一度トラブル事例と対処法を学びましょう。
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テーマ「社会保障」　会場：7A会議室

どう変わる　身近な社会保障
～医療・介護保険の現状と今後を学びましょう～

助言者　川嶋芳男さん（埼玉県社会保障推進会議）

毎年のように医療・介護などの社会保障制度の改革が連続しています。今後どのように
変わるのかを理解することが簡単ではありません。「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」
の方向へと舵が切られています。「自助、共助・互助」などが強調される中で「公助」の文

字がすっかり隠れています。これからどうなるかを学び、「いつでも・どこでも・誰でも」
身近に利用できる制度にするための課題について考えてみましょう。

テーマ「くらし」　会場：2階ラウンジ

知っていますか？　相続、遺言、後見制度・・
～しゃべり場～

助言者　岩佐博行さん（司法書士法人あすかフロンティア事務所　司法書士）
中田均さん　（NPO法人　市民後見センターさいたま）

遺言って必要？相続の手続きはどうすれば良いの？だれに頼めば良いの？日常のく
らしの中では気になっていても、なかなか聞く機会は多くありません。今回の分科会では、

まず、相続・遺言・後見制度についての基本的なお話をうかがい、グループにわかれて、
聞いてみたいこと、知りたいことを交流し、助言者から答えていただきます。

テーマ「くらし」　会場：‾7B会議室

くらしと憲法って、なにか関係あるの？
～法律・憲法カフェ～

助言者　黒澤瑞希（弁護士　明日の自由を守る若手弁護士の会）
赤羽悠－（弁護士　明日の自由を守る若手弁護士の会）

◇ニュースや新聞では「安保法案」とか難しい言葉がとびかっているけれど、日々のくら

しも大変で・・。でも未来の子どもたちに自由で平和な社会を守りたい！

◇クッキーとカップを手に、おしゃれに身近なくらしと憲法について考える講座です。「あ

すわか」こと「明日の自由を守る若手弁護士の会」のお二人が、参加者のみなさんから

の質問にも、おこたえます。

※お茶代・お菓子代として別途100円が必要です。

※当日は事前申込みの残数分の範囲でご参加いただけます。
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