
式 次 第 

●18：00 開会 

主催者挨拶  消費者機構日本 会長 青山 佾 

来賓祝辞 

 内閣府副大臣         赤澤 亮正 様 

 内閣府大臣政務官       越智 隆雄 様 

 衆議院 消費者問題特別委員会 委員長 

  自由民主党 衆議院議員   山本 幸三 様 

 参議院 消費者問題特別委員会 委員長 

  みんなの党 参議院議員   行田 邦子 様 

 公明党 参議院議員      魚住 裕一郎 様 

 日本維新の会 衆議院議員   重徳 和彦 様 

 みんなの党 衆議院議員    三谷 英弘 様 

 日本共産党 参議院議員    大門 実紀史 様 

 結いの党 参議院議員     寺田 典城 様 

 社会民主党 党首 参議院議員  吉田 忠智 様 

消費者庁長官         板東 久美子 様 

乾杯 消費者委員会 委員長   河上 正二 様 

消費者機構日本 活動紹介 DVD 上映 

来賓祝辞 

 東京都生活文化局 局長    小林 清  様 

 全国消費生活相談員協会 会長 金子 晃  様 

 日本弁護士連合会 副会長   浅岡 美恵 様 

 日本司法書士会連合会 会長  齋木 賢二 様 

 生命保険協会 広報部     市毛 雄三 様 

 コープみらい 副理事長     佐藤 利昭 様 

活動エピソード紹介（３名の理事より） 

閉会挨拶   消費者機構日本 理事長 芳賀 唯史 

●19：45 閉会 

消費者機構日本は、消費者運動に積極的にかか

わってきた（一財）日本消費者協会、（公社）日

本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、

日本生活協同組合連合会の３団体が、弁護士、司

法書士などの専門家、学識者、消費者団体の皆さ

んに呼びかけ、2004 年 9 月に設立しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2014 年 9 月 17 日 

 

   主婦会館 プラザエフ 

   ９階 スズラン 

 

   18：00～19：45 

 

 

 

 

 

 

 

   適格消費者団体・認定ＮＰＯ法人 

  消費者機構日本 

 

 

●法人格

設立・認証

２０１１年１月３１日　認定NPO法人認定（認定期間2011.2.16～2016.2.15）

●会員状況（２０１４年８月現在）

会員種別 構成数

正会員団体A ３団体 消費者機構日本の基本財産に出捐する非営利団体

正会員団体B ６団体 消費者機構日本と消費者被害情報等の交流を行う非営利団体

正会員個人 １２１会員 消費者機構日本の活動を推進するため入会した個人

協力会員 ５３会員 消費者機構日本の事業に協力するため入会した個人

賛助会員 ５６団体 消費者機構日本の事業に賛助するため入会した企業・団体

●役員（２０１４年８月現在）

役職 氏名

会長 青山　佾 明治大学公共政策大学院教授、元東京都副知事

理事長 芳賀　唯史 日本生活協同組合連合会　参与

狩野　拓夫
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
最高顧問

松岡（長見）
萬里野

（一財）日本消費者協会　会長

佐々木　幸孝 弁護士

中野　和子 弁護士

唯根　妙子 （公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会　理事

佐伯　美智子 （一財）日本消費者協会　専務理事

専務理事 磯辺　浩一 消費者機構日本　事務局常勤

理事 大冨　直輝 司法書士

理事 長田　三紀 全国地域婦人団体連絡協議会　事務局次長

理事 後藤　巻則 早稲田大学大学院法務研究科教授

理事 瀬戸　和宏 弁護士

理事 山内　明子 日本生活協同組合連合会　執行役員　組織推進本部長

理事 伊藤　健一 （一財）日本消費者協会　教育啓発部長

理事 矢野　洋子 東京都消費者団体連絡センター　事務局長

理事 岩田　修 弁護士

理事 大谷　聖子
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
消費者相談室副室長

理事 宮城　朗 弁護士

理事 河野　康子 （一社）全国消費者団体連絡会　共同代表・事務局長

監事 伊野瀬　十三 東京都生活協同組合連合会　会長理事

監事 稲村　厚 司法書士

特定非営利活動法人

２００４年９月１７日設立　２００５年１月２４日認証

副理事長

常任理事

消費者機構日本の組織概要 

消費者機構日本 

設立１０周年 

記念レセプション 



主 催 者 挨 拶 

 

 

本日は、消費者機構日本の設立 10 周年記念

レセプションにご来臨賜りありがとうござい

ます。 

消費者団体訴訟制度がスタートし、7 年を

経過しました。全国の適格消費者団体は 11

団体となり、昨年 7 月にとりまとめたところ

では、是正がはかられた勧誘行為・契約条項

等は 244 に達しており、消費者被害の未然防

止、拡大防止につながっております。 

そのような実績も評価いただき、今般の集

団的消費者被害回復訴訟制度の成立に至った

ものと受け止めております。 

私ども消費者機構日本の取り組みとしては

消費者契約法に反する契約条項を中心に設立

以来 63 件の是正を実現しております。今後も

差止請求の取り組みを着実にすすめるととも

に、集団的消費者被害回復制度の活用ができ

るよう準備をすすめてまいる所存です。 

みなさまの、ご指導、ご鞭撻をあらためて

お願い申し上げます。 

 

 

2014 年９月１７日 

消費者機構日本 会長 青山 佾 

 

御 来 賓 

敬称を省略させていただきました。 

●内閣・国会議員・政党 

内閣府副大臣             赤澤 亮正 

内閣府大臣政務官           越智 隆雄 

衆議院 消費者問題特別委員会 委員長 

 自由民主党 衆議院議員       山本 幸三 

参議院 消費者問題特別委員会 委員長 

 みんなの党 参議院議員       行田 邦子 

公明党 参議院議員          魚住裕一郎 

日本維新の会 衆議院議員        重徳 和彦 

みんなの党 衆議院議員        三谷 英弘 

日本共産党 参議院議員         大門実紀史 

結いの党 参議院議員          寺田 典城 

社会民主党 党首 参議院議員     吉田 忠智 

●官公庁 

消費者庁長官             板東久美子 

消費者庁 次長            川口 康裕 

消費者庁 消費者政策課 課長      鈴木 一広 

消費者庁 消費者制度課 課長      加納 克利 

消費者庁 参事官           黒田 岳士 

消費者委員会 委員長         河上 正二 

消費者委員会 事務局長        黒木 理恵 

経済産業省 消費経済企画室 室長    伊藤 正雄 

経済産業省 消費経済企画室 係長    牛嶋 裕之 

東京都 生活文化局 局長       小林 清 

東京都 生活文化局 消費生活部 部長   山本 明 

東京都 生活文化局 消費生活部 係長  日笠 桃子 

独立行政法人 国民生活センター理事長  松本 恒雄 

●友誼団体 

日本弁護士連合会 副会長      浅岡 美恵 

第一東京弁護士会 消費者問題対策委員会委員長 

                   森 哲也 

日本司法書士会連合会 会長     齋木 賢二 

日本司法書士会連合会 常勤理事   小澤 吉徳 

全国青年司法書士協議会 幹事    力丸 寛 

全国青年司法書士協議会 幹事    中村 貴寿 

埼玉消費者被害をなくす会 専務理事 岩岡 宏保 

主婦連合会 会長          山根 香織 

（公社）消費者関連専門家会議     清水きよみ 

（公社）全国消費生活相談員協会 会長 金子 晃 

（公社）全国消費生活相談員協会理事長 吉川萬里子 

（公社）全国消費生活相談員協会 理事 石田 幸枝 

●報道関係 

朝日新聞社 文化くらし報道部    髙橋健次郎 

産経新聞社 論説委員室 論説委員  五十嵐 徹 

日本消費者新聞社 編集長      丸田 輝武 

消費生活新報社 制作デスク      佐藤 由里 

消費と生活社 編集長        前田ちえ子 

●消費者機構日本元役員（上記御来賓の重複を除く） 

元理事長              品川 尚志 

元副理事長             増井 克吉 

元副理事長             神田 敏子 

元副理事長             中村 年春 

元常任理事             原 早苗 

元監事               中村 雅人 

元監事               伊藤 恭一 


