平成３０年度 事業報告書
第１号事業

啓発普及及び表彰

〇都補助事業
事業名／実施時期・会場／対象者
東京のあすを創る運動推進大会

内 容 等
(１) 功労団体・功労者表彰

平成３１年３月４日（月）

団体表彰 １団体／個人表彰 ５名

東京都教職員研修センター

個人感謝状 １３名／協力者感謝状 ２名

視聴覚ホール

(２) 講演 「社会の宝！次代を担う子供たちを！家庭や地域との

活動関係者・一般都民 １８８人

協力で、愛情豊かな子育て！」 ～萩本悦久氏（子育てアドバ
イザー、立川ホタルと鳴く虫の会生活会議事務局長）
(３) 講演「学校における働き方改革推進プラン／来年度の予
算」東京都教育庁総務部教育政策担当課長 児玉大祐氏

〇協会自主事業
事 業 名
啓発普及品の作成・頒布

第２号事業

実施時期・範囲

対象者

平成３０年１１～１２月

一般都民

内 容 等
門松ステッカー 頒布枚数１６，４９０枚

調査研究および資料の作成頒布

〇都補助事業
事 業 名
機関誌の作成

内 容 等
機関誌「ふれあい東京」部数 各２０００部
第１９０号 平成３０年９月／第１９１号 平成３１年３月

資料作成配布

「都政フォーラム記録」 平成３０年１２月
「推進大会記録」 平成３１年３月

調査活動

生活学校対話集会にあわせ、食についてのアンケート調査実施 回答数：１０４４件
対話集会記録発行：平成３１年３月 ２００部

ホームページ

環境フォーラム・推進大会等の活動のＰＲやその記録

の充実

機関誌「ふれあい東京」・推進ニュース等を掲載

第３号事業

シンポジウムの開催等

〇都補助事業
１ 都民フォーラム
「ごみを減らす社会の実現を！子 （１） 基調講演 「プラスチック課題を機に資源循環型社会を！」
供たちの未来のために！！」
平成３０年１２月４日（火）

講師：河野博子氏（ジャーナリスト）
（２） パネルディスカッション

都議会議事堂都民ホール

コーディネーター：河野博子氏（ジャーナリスト）

一般都民・関係者 １８６人

パネリスト：石川雅紀氏（神戸大学大学院経済学研究科教
授）、金丸治子氏（イオン（株）グループ環境・社会貢献部 部
長）、瀬川晋氏（エコネット町田生活会議代表）、藤井達男氏
（東京都環境局資源循環推進部計画課長）

２ リーダー研修会

（東京都消費生活総合センター）

生活学校・生活会議代表者会議
平成３０年６月８日（金） ８５人

「平成３０年度の運動の基本方針について」
、
「活動費の取扱い
について」の説明

指導者

第１回 平成３０年６月 活動事例報告 ①大田区六郷生活学校運営委員長 戸塚みその

研究集会

８日（金） ８５人

氏 ②みどりネットｋｏｔｏ生活会議代表 美濃又哲男氏

第２回 平成３１年３月 「消費生活相談の受付状況と最近の事例について」
１３日（水） ３４人
課題講習会
平成３０年６月８日（金） ７０人

福岡淳子氏（東京都消費生活総合センター相談課相談統括担当）
｢お金についてのはなしと金銭トラブル事例と防止策について｣
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター長 遠藤清一氏

３ 課題別研修会
生活学校対話集会
平成３０年１０月５日（金）
東京都消費生活総合センター
生活学校メンバー・一般都民
５０人

講演：栗林知絵子氏（ＮＰＯ子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワ
ーク理事長）
鼎談：コーディネーター 金森房子氏（生活評論家）
栗林知絵子氏、田丸せつ子氏
報告：長壁三千子氏（渋谷区・氷川生活学校）
、宮代幸枝氏（同・
長谷戸生活学校）
、三原庸子氏（同・本町生活学校）子ども
食堂やフードドライブの取り組み状況について

生活学校研修大会
平成３１年１月２５日（金）
東京都消費生活総合センター
生活学校メンバー ４４人

説明：あしたの日本を創る協会事業について
講演：「川下から見た循環型社会」
（株）トベ商事 代表取締役社長 戸部昇氏

まちづくりの輪を広げる集い

講演：
「笑顔がいっぱいボランティア！まちづくり～私の体験

平成３０年１０月１７日（水）

から」三遊亭らん丈氏（町田市議会議員、落語協会 真打、

東村山市サンパルネ・コンベン

エコネット町田）

ションセンター
生活会議メンバー ４１人

第４号事業

実践団体の活動に対する協力ならびに支援

(１) 各種の支援を行い、集団活動の活性化と、活動の拡大促進を図る。
〇都補助事業
事 業 名
１ 生活学校支援

内 容 等
（１）活動費補助 （新規校、開設２年校） ４校 各３０，０００円
（３年次以上継続校） ２４校 各２０，０００円
（２）運営相談
（３）資料情報の提供

２ 生活会議支援

（１） 活動費補助 （新規地区、開設２年地区） ９地区 各３０，０００円
（３年次以上継続地区） ５３地区 各２０，０００円
（２）運営相談
（３）資料情報の提供

３ 活動推進助成

生活学校・生活会議全体の活性化を図るため、特徴的に活動している団体へ特
別に活動費補助の支援を行った。また、オリンピック・パラリンピックに資する活動
を奨励するため補助した。 ４団体 各３０，０００円

４ 運動推進活動

(１) 企画委員会の開催

第１回 平成３０年７月２３日（月）

第２回 平成３０年１０月３０日（月）／第３回 平成３１年１月８日（火）
(２) 連絡推進役会議の開催 平成３１年１月２５日（金）
(３) 運動推進ＮＥＷＳの発行 毎月発行 ２００部
第１８２号（平成３０年４月）～第１９３号（平成３１年３月）

（２）各種団体との連絡調整を図ると共に各種集会への参加協力を行う。
〇都補助事業関連
団体名
生活学校連絡協議会

実施

会場

年間１２回 （平成３０年：４/２，５/７，６/４，７/２，８/６，９/３，１０
/１，１１/５，１２/３，平成３１年：１/７，２/４，３/４）
協会事務所他

生活会議連絡協議会

年間６回 （平成３０年：４/１８，５/１４，７/４，９/４，１０/１７，平成
３１年：２/５）

〇あしたの日本を創る協会関連
事業・会議名
平成３０年度

実施時期会場

内 容 等

平成３０年６月２ 〇講演「子供の貧困対策～現状と今後の地域での支援～」

生活学校・生活会議 ６日（火）

運動全国大会

オリンピック記
念青少年総合
センター

内閣府子供の貧困対策推進室参事官 相川哲也氏
〇分科会 第１分科会「生活学校活性化」
第２分科会「全国的課題」

第３分科会「地域づくり」

〇功労者表彰
特別功労表彰
山倉美恵子さん（国立市・くにたち生活学校）
横田克江さん（同）沢登敬子さん（同）池田喜美子さん（同）
吉田いとさん（北区・たばた生活学校） 竹腰里子さん（同）
山﨑英子さん（同）
会長表彰（団体）
日野市・谷仲山Ｒの会生活会議（代表・谷美津恵さん）
会長表彰（個人） 長壁美千子さん（渋谷区・氷川生活学校）

平成３０年度

平成３０年１０月 テーマ：「くらしの中の防災・医療」

関東甲信越静

２２日（月）

生活学校・生活会議 千葉県船橋市

ブロック研究集会

参加： 田丸せつ子氏、柴俊男氏、西村弘氏、村田芙恵美氏、
萩本悦久氏。

船橋グランドホ 報告： 「フードドライブの取組状況について」各県の代表者
テル

講演： ①「自主防災」 国崎信江氏（危機管理教育研究所代表）
②「命をつなぐ船橋の救急システム」 境田康二氏（船橋市立
医療センター前救命救急センター長）

第６号事業
会議名
１ 総会

その他必要な事業（１）定款に基づく会議の開催
開催日

審議事項

会場

平成３０年６月２０日（水） ・平成２９年度事業報告及び収支決算審議

東京都消費生活

(定時総会)

総合センター

・理事の選出

平成３１年３月１３日（水） ・平成３１年度事業計画・予算審議
２ 理事会

３ 監事会

平成３０年４月

・定時総会の開催決定

（決議省略方式）

平成３０年５月３０日

・平成２９年度事業報告・決算審議

東京都消費生活

・業務執行状況報告

総合センター

平成３１年１月

・定時総会案件決定

（決議省略方式）

平成３１年３月１３日

・平成３１年度事業計画・予算審議

東京都消費生活

・業務執行状況報告

総合センター

平成３０年５月１１日

事業報告・決算監査

協会事務所

