
原発ゼロの社会の実現に向けて！

消費者の視点から

２０１２.７.１５ 
全国消費者団体連絡会 

事務局長　阿南　久	

※写真は、2011年9月27日「原子力政策大綱」会議に東京電力が提出した資料より拝借

第78回原子力資料情報室公開研究会
　　　　　「脱原発のエネルギー政策へ」
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　　　　全国消団連の紹介

消費者のための 
地域づくりを 

つないでいます！	

!  1956年12月結成　
!  第1回消費者大会（1957年）
　　「消費者宣言」
　　“消費者大衆こそ経済繁栄の母であり、商業者繁栄の支柱”

　　“私たち消費者大衆こそ主権者”

!  4７団体（中央団体２４・地方消費者連絡組織２３）
　　　　　＊行政や関係方面への要請

　　　　　　　  ＊情報共有の場づくり　　＊調査研究
　　1993年「環境基本法」、1994年「製造物責任法」、2000年「消費者契約法」、
2003年「食品安全基本法」（食品安全委員会設置）・食品衛生法改正、2004年
「消費者基本法」・「食育基本法」、2006年「消費者団体訴訟制度」、

　　200７年～消費者行政一元化実現（消費者庁創設）の取り組み



3.11～全国消団連の取り組み
※全国消団連加入団体；46団体（地方23・中央２３）

}  全国の消費者団体をつなぐ！ 
}  お見舞い、救援募金、活動ブログ、「震災ニュース」発行、

避難者への支援、消費者向け注意情報発信、復興に
向けたメッセージ・・・ 

}  石油製品の安定供給に関する緊急要請、被災者支援
に関する要請、食品の放射性物質汚染に関わる要請、
原子力発電所の事故と健康被害に関する要請、風評
被害防止に関わる要請、放射能汚染情報の開示に関
する要請、エネルギー政策に関する要請・・・ 

}  被災地の農産物販売支援、被災地ボランティア、放射
性物質に関する学習会、多重債務問題ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、震
災関連１１０番・・・ 

　・・・各団体の取組情報をホームページやFAXニュースで発信 
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※原発・放射性物質汚染に関わる「学習」や「要請」などの 
　取組については別紙資料にまとめています。	



�  ５/１２ホントのことを知りたい！学習シリーズ 
　　「放射線物質汚染と私たちのくらし１」　62名 
　　　　　講師；(独）放射線医学総合研究所緊急被ばく医療研究センター長　明石　真言氏

　　　　　　　　厚労省医薬食品局食品安全部監視安全課長　加地　祥文氏

　　　〈参加登録時にいただいた主な質問〉 
　　　　＊放射性物質の種類と影響　　＊基準値の決め方　　 
　　　　＊内部被ばく　＊乳幼児への影響　 
　　　　＊検査法　　＊減らす方法　＊水産物汚染 

�  ８/２ホントのことを知りたい！学習シリーズ 
　「東京電力 福島第１原子力発電所事故を知ろう！」 
　　　　【報告】①東京電力株式会社　川俣晋氏 
　　　　　　　　②消費者庁　黒田　岳士氏 
　　　　　　　　③経済産業省原子力安全・保安院　 
　　　　　　　　　　　　　　今里和之氏 
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復興へ～ともに学び責任を果たす！ 
～昨年度の原発関連の学習会～



}  ８/２５ホントのことを知りたい！学習シリーズ 
　　「日本のエネルギーの今後に向けて考えてみよう！」 
　　　　講演①「原子力発電所の問題点と日本のエネルギー政策」	  
　　　　　　　　　NPO法人原子力資料情報室　共同代表　伴　英幸さん	  
　　　　　　　②「環境問題から考える日本のエネルギー政策」	  
　　　　　　　　　NPO法人気候ネットワーク代表　浅岡　美恵さん	  
　　パネルディスカッション　「東日本大震災後、これからの私たちに必要な日本のエネルギー政策は何か？」	  
　　　　　　　NPO法人気候ネットワーク代表　浅岡　美恵さん	  
　　　　　　　福島県消費者ネットワーク事務局長　　佐藤　一夫さん	  
　　　　　　　資源エネルギー庁総合政策課エネルギー戦略推進室　定光　裕樹さん	  
　　　　　　　コーディネーター；全国消団連事務局長　阿南　久	  

�  １１/２１　ホントのことを知りたい！！　学習シリーズ	

　「放射性物質汚染問題と私たちのくらし　２ 
～安心して食べるために　知っておきたいこと～」 

　★独立行政法人　放射線医学総合研究所　 
　　　　　　　　　理事　明石　真言さん 
　★農林水産省　審議官（消費安全局）　姫田　尚さん 
　★消費者庁　消費者政策課長　黒田　岳士さん 
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}  12/3「第50回全国消費者大会」報告とパネルディスカッション１ 
「被災者を支援し、被災地の復興のために必要なことは何か」 
}  液状化現象による住宅被害
千葉・茨城公団住宅自治会協議会袖ヶ浦団地自治会長　佐藤志郎さん  

}  放射性物質汚染と福島県民の状況
福島県消費者ネットワーク事務局長　佐藤一夫さん  

}  大学生による被災地支援活動
全国大学生協連全国学生委員　冨川竜生さん  

}  被災地自治体からの報告
陸前高田市長　戸羽太さん  

}  コーディネーター；  NHKエグゼクティブアナウンサー　古屋和雄さん  
 

�  12/3「第50回全国消費者大会」パネルディスカッション２ 
「福島事故後、私たちが選択すべきエネルギーは何か」 
}  独立行政法人科学技術振興機構　顧問　北澤　宏一さん

}  公益財団法人世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパン　

　　　気候変動・エネルギーグループプロジェクトリーダー　

　　　　　　　　池原　庸介さん

}  長野県飯田市水道環境部地球温暖化対策課課長　飯島　剛さん

}  コーディネーター　全国消団連事務局長　阿南　久
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�  ３/６ホントのことを知りたい！学習シリーズ 
　　　　金子勝さんに聞こう､話そう、原発のこと！ 

　　～電力料金値上げ、原発再稼動をどう考えるか？～ 
 

�  電力需給 

�  電力料金の値上げは何故必要なのか 

�  原発被災者への賠償 

�  放射線被曝と健康被害 

�  原発再稼働を議論するなら 

�  原発技術は借り物 

�  脱原発は可能か 
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質　問	 賛成	 反対	 どちらとも言えない	

電力料金値上げをどう考える
か	

１０人	 ５７人	 １２人	

原発再稼働をどう考えるか	 ５人	 ６１人	 １２人	



�  ５/３１ホントのことを知りたい！学習シリーズ 
「東京電力福島第１原発事故の現状報告と 

東京電力の電気料金の値上げについて」の学習会 
　　　　 

}  福島第一原発の現状について  

　　　 東京電力（株）　原子力品質・安全部長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田俊彦さん	

}  東京電力の電力料金値上げについて 

　　　 東京電力（株）　営業部長　増田　宏さん 
　　　 東京電力（株）　電力契約部　太刀川裕之さん	

8	

電気料金の値上げ 
について	 

賛成	 反対	 どちらともいえない	 

4人	 35人	 6人	 



� ７/４　緊急集会！
　　　「東京電力の電気料金値上げに抗議する緊急集会」

　　　　 
}  実行委員会参加団体；１４

}  東京電力

}  資源エネルギー庁

}  消費者庁　　他から103名

〔集会決議〕

}  東電福島第一原発事故は全く収束して

　いない

}  東電は責任をあいまいにしている

}  柏崎・刈羽原発の再稼働を前提としているばかりか、稼働の見込みのない原発の減価
償却費、他の電力会社からの原子力発電所電力購入費、福島第一原発１～4号機に係る
安定化費用と賠償対策費用などを含めているが、全く納得できない。

}  人件費、福利厚生費などの削減率は不十分であり、破たん状態にあると言われた企業
としては、コスト削減等の合理化努力はまだまだ足りない。

}  消費者は現状では電気事業者を選択して電気を買うことはできない。わかりやすい説
明もなく行われた今回の申請は一方的であり、受け入れることはできない。 
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大飯原発再稼働に反対する取り組み
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}  ３/２８　新日本婦人の会が意見書「関電大飯原発の再稼働など絶対認め
られません」を発表 

　　「どこからみても再稼働の「政治判断」など絶対ゆるされません。再稼働

　　　はやめてください。」

}  4/14　特定非営利活動法人コンシューマーズ京都（京都消団連）が大飯
原発3号機、4号機の再稼働についてのコメント発表 

　　「私たちは、原発のない社会にむかって歩き始める決意のもとに、大飯原

　　　発3号機、4号機の再稼働に反対する意思をここに表明する。」

}  ４/１６　日本生活協同組合連合会が、大飯原発の再稼動問題について政
府に対する意見書を提出 

　　「原子力発電の再稼動については、抜本的な安全対策を優先し、あらため

　　　て、慎重に対応していくことを求めます。」

}  ４/２０　コープネット事業連合会が「関西電力大飯原子力発電所再稼働に
反対する要請書を提出 

　　私たちの生協は、原子力発電に頼らないエネルギー政策を国に求め、原発

　　の再稼働に当たっては、安全対策の抜本的強化と地元合意が前提であるこ

　　とを求めています。
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}  ５/１０　長野県消費者団体連絡協議会が、大飯原発の拙速な再稼動に反
対する声明を、野田首相に送付 

　「東京電力福島第一原発事故の国会事故調査委員会の検証を待つべきです」

　「原発の安全確認は不十分としか思えません」「電力需給の見通しがはっき

　　りしていません」「関西自治体・住民・国民の声を聞くべきです」

}  ６/８　特定非営利活動法人　日本消費者連盟が、大飯原発の再稼動の決
定に強く抗議する声明を野田首相あてに送付 

　＊福島第一原発の事故の検証もなされておらず、大飯原発の十分な安全対策

　　もなされていない中での再稼働は行うべきではありません。

　＊原子力発電そのものに多くの国民が反対しています。この機会にエネル

　　ギー政策や生活のあり方を大きく転換すべきです。大飯原子力発電所の再

　　稼働決定の撤回を強く求めます。



事故後の原発とエネルギー 
に関する消費者意識の変化	

日本生協連・組合員アンケートより 
日本生協連「エネルギー政策検討委員会」（2011年5月設置）答申に向けて実施

（7/21~26「くらしと商品に関するインターネットモニター」対象）2,351件の回答
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※「パルシステム生活協同組合連合会」の『第1回組合員意識調査報告』より拝借 
　　（8/3～11　インターネット調査　1,160サンプル）	18	



【参考】原子力発電の危険性 
～2011年12月総合エネルギー調査会・第2回基本問題委員会で 

意見表明したときのものです～
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}  原子力発電は極めて危険なものであり、その上我が国における安全
な運転・管理のための技術は極めて不十分。

}  原子力発電所の事故は、多数の人々の健康と、農畜水産業、環境に、
長期にわたって重大な影響を与える。

}  常に地震と津波の脅威にさらされている日本においては、事故は避
けられず、原子力発電を推進する条件は存在しない。

}  廃棄物や廃炉後の処理問題は未解決であり、半永久的に将来世代を
危険にさらす。

}  地域コミュニティーに“対立”を

　もたらす。



政策決定プロセスにおける非常識 
～「脱原発依存」は骨抜きにされようとしている？～

「原子力委員会」と「新大綱策定会議」

}  原子力委員が事故の責任をとらないのはなぜか？

}  「大綱会議」のメンバーの多くが「原子力ムラ」の関係者で構成されている
のはなぜか？

}  「秘密会議」をおかしいと思わないのはなぜか？

}  「第三者検証」もすんでいないのに、委員会決定してしまうのはなぜか？

「基本問題委員会」

}  「エネルギー基本計画」を白紙から見直すと言いながら、メンバー構成にバ
ランスを欠いているのはなぜか？

}  言いっぱなしで、議論ができないのはなぜか？

}  自由な議論と言いながら、委員長の独断で問題提起が排除されるのはなぜか？

}  「35％」の持ち込みが堂々と許されていたのはなぜか？（「新大綱策定会議
」の意見分類の一つだから？現行基本計画の目標より低いから？）
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エネルギー選択の視点
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}  消費者の“権利”を守る視点

〈消費者基本法　第２条　理念〉　 
●安全である権利　　　　
●選ぶ権利　　　　
●知らされる権利　　　　　　
●消費者教育を受ける権利　　
●意見を反映される権利　　　　　
●救済される（保障）権利　　　
●基本的な需要が満たされる権利
●健全な生活環境が確保される権利
※2004年6月に、初めて以上の「権利」が明記された　

十分なリスク
評価に基づく
安全対策

	

徹底した
情報開示と
リスク教育
リスクコミュニ
ケーション

	

※「安全性の確保」は、国と地方自治体、事業者・事業者団体の責務として規定されている



エネルギー選択の視点
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}  消費者の“責任”の視点

【国際消費者機構（CI）消費者憲章における

「消費者の５つの責任」】
①批判的意識：商品やサービスの用途、価格、質に対し

　　敏感で問題意識を持つ消費者になる責任

②自己主張と行動：自己主張し、公正な取引を得られる

　　ように行動する責任

③社会的関心：自らの消費行動が他者に与える影響、と

　　りわけ弱者に及ぼす影響を自覚する責任

④環境への自覚：自らの消費行動が環境に及ぼす影響を

　　理解する責任

⑤連帯：消費者の利益を擁護し促進するため消費者とし

　　て団結し、連帯する責任
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エネルギー選択の視点

}  子どもたちに残すべき“未来”の視点

あいｺｰﾌﾟみやぎ「子ども達の未来のために脱原発を進める委員会」企画・編集
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自前エネルギー！

2012年3月21日消費者グループフォーラム・福島にて　 
　寸劇「買って食って飾って応援しよう！」（青森消費者協会）

Thank you !	

パブコメ出そう！意見聴取会に出よう！
　　　　　　—―—―—―—―—―発信開始
７/９懇談会みやぎ、7/10コープとうきょう、7/12全国
消団連運営委員会、７/９日本生協連（提出）


