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消費者庁

平成２９年度 平成３０年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

施策名：消費者政策の企画・立案・推進及び調整

001 インターネット取引調査等経費 平成２２年度 終了予定なし 14 14 12  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○今後提携していく国・地域の選定に関し、苦
情相談の件数や内容の傾向など一定の指標に基
づいて検討すべき。また、本事業による取組を
恒久化した経緯、更には取組を強化する必要性
があること及び過去2ヵ年度の実績にかんがみ
るとアウトプットとして海外機関との連携を
「５」とすることが適当か精査すべき。
○調達において、競争性や透明性を確保するた
めの対応を行い、引き続き予算の効率化に向け
た取組を行なうべき。

- - - - 執行等改善

所見を踏まえアウトプットへの見直しを
行った。また、提携国・地域の選定に際し
ては、これまでのCCJへの消費者からの相
談動向や各国との関係性等の諸要件に鑑み
検討してきたところであるが、引き続き競
争性の確保や予算の効率的な執行に努め
る。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

1 平成２８年度対象 ○

002 消費者政策企画・立案経費 平成２１年度 終了予定なし 72 72 57  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○消費者基本計画のフォローアップの成果など
も適切に反映したアウトカムを設定する余地が
ないか検討すべき。
○アウトカムの成果指標に関し、平成２８年度
において前年度より数値が減少していることを
踏まえ、認知度の向上に向けた取組を引き続き
実施すべき。
○アウトプットとしてパンフレット等の作成数
を指標としているが、当該事業の目的は「作
成」ではなく、作成したものを普及啓発につな
げることと考えられるところ、指標として適当
か検証すべき。
○引き続き予算の効率化に向けた取組を行うべ
き。

83 90 7 - 執行等改善

○消費者基本計画工程表は、個々の関係施
策の進捗を網羅的に取りまとめたものであ
り、その中でも、特に重要なものは、時々
の状況により変化することから、特定の指
標を評価のために設けるのは難しいと考え
る。なお、改定に当たり、策定後の状況を
踏まえ新たな施策を盛り込んだ旨を「定性
的な成果目標」に記載した。
○認知度（食品ロス削減のために何らかの
行動をしている国民の割合）について、平
成28年度は80％近い達成状況であるもの
の、前年度より数値が減少しているところ
であり、引き続き、食品ロスの削減に向け
た取組の推進に努める。
○アウトプットの指標（パンフレット等の
作成数）については、所見を踏まえ指標の
見直しを行った。
○引き続き、適切かつ効率的な事業の執行
を行っていく。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

2 平成２８年度対象 ○

003
消費者の財産被害に関する情報の集約・分
析・対応経費

平成２２年度 終了予定なし 28 28 22  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○財産被害の防止・救済という事業の目的を踏
まえた適切なアウトカムを設定すべき。（例え
ば、法執行をした件数や、法執行をした案件に
係る苦情相談件数など）
○単位当たりコストが年々増えている要因を分
析し、引き続き事業の効率的・効果的実施に努
めるべき。

25 28 3 - 執行等改善

○事案によって被害の深刻度や被害者数も
異なることから、法執行の件数を目標値と
して定めることは適切ではなく、また、
個々の苦情相談の内容は様々であり、個別
事案との関連性や消費者安全法上の消費者
事故等への該当性は大きく異なることか
ら、法執行をした案件に係る苦情相談件数
を目標値とすることも適切ではないと考え
るが、引き続き措置件数（注意喚起、勧告
等）を代替指標として設定することで対応
することとしたい。

○単位当たりコストについては調査・事件
の態様により変動しうるものであるが、所
見を踏まえ効率化を実施する。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

3 平成２６年度対象 ○ 　

004
新たなインターネット技術・サービスに係る
消費者トラブルの動向調査

平成２７年度 終了予定なし 14 14 12  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○事業目標に相応しいアウトカム、アウトプッ
トとなっているか検証すべき。
○継続して事業を実施するとして、その成果を
政策の企画立案に繋げるとともに広く社会に還
元する観点から、より積極的かつ効率的な周
知・広報を行うことを検討すべき。
○政策評価の測定指標になっている「インター
ネット消費者取引連絡会」の開催について、当
該連絡会がどういうもので、それを開催するこ
との効果がわかるようにシートの書き方を工夫
すべき。

14 14 - - 執行等改善

所見を踏まえ、「インターネット取引消費
者連絡会」について事業概要に追記するな
どの改善を行った。
消費者への周知・広報については積極的か
つ効率的に行うことを検討する。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

4 平成２８年度対象 ○

005 消費者政策関係情報調査経費 平成２８年度 終了予定なし 6 6 10 

 ○定量的な成果目標の代替として、消費者
トラブルの端緒情報を抽出・分析するため
の手法の数を設定しているが、目標値とし
ては、急増・新手のトラブル情報等をいか
に効率的に抽出・分析できているかを
チェックする目標を検討すべき。
○アウトプットを報告書の作成数とするこ
との妥当性については精査・工夫が必要。
○一者応札となっている原因を十分に分析
し、平成29年度事業の実施における競争性
確保を図るべき。

事業内容の一部
改善

○成果目標が抽象的なままであるとメリハリの
ない事業として継続するおそれもあるため、で
きる限り具体的な目標を設定すべき。
○アウトプットとして報告書の作成数を指標と
しているが、当該事業の目的は「作成」ではな
く、作成したものを普及啓発につなげることと
考えられるところ、指標として適当か検証すべ
き。
○調達における競争性や透明性の確保に向けて
必要な対応を図るべき。

10 30 20 - 執行等改善

○有識者所見を踏まえ、昨年度の調査の手
法の妥当性・有効性を平成29年度の試行で
確認することとしており、手法数を指標と
する方向性は維持するものの、効率的な抽
出・分析に関わるアウトプットとして、試
行における消費者被害・トラブル情報の抽
出回数を新たな指標に設定することを予定
しているところ。
○アウトプットは報告書の冊数から変更す
る予定。（試行における消費者被害・トラ
ブル情報の抽出回数とする予定。）
○平成28年度も一般競争入札（総合評価落
札方式）により入札を実施していたところ
であるが、平成29年度についても、平成29
年7月24日に同様の方式で入札を執行し、
二者から応札があったところ。競争性確保
は図られていると考えている。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

新28-
0001

前年度新規 ○ 　

施策名：消費生活に関する制度の企画・立
案・推進

006
消費生活に関する制度の企画・立案・推進経
費

平成２１年度 終了予定なし 39 39 33  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○消費者トラブルの解決や救済の成果などを適
切に反映したアウトカム、アウトプットとなっ
ているか検証すべき。
○制度の認知度がまだ低いことから、より積極
的かつ効率的な周知・広報を行うことを検討す
べき。
○制度の認知度・浸透度を把握する重要性にか
んがみ、平成27年度及び28年度は実施できな
かった認知度調査を今年度は実施できるよう工
夫して執行すべき。
○引き続き予算の効率化に向けた取組を行うべ
き。

43 112 69 - 執行等改善

・アウトカム・アウトプットについて、消
費者トラブルの解決等をより適切に反映す
る指標が設定できないか検討する。
・制度の認知度について調査を実施し、ま
た、制度の認知度・浸透度を分析し、効果
的かつ効率的な周知・広報のあり方を検討
する。

「新しい日本のための
優先課題推進枠」64

消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費

　（大事項）消費者政策に必
要な経費

5 平成２８年度対象 ○ ○

007 公益通報者保護の推進に必要な経費 平成２１年度 終了予定なし 28 28 30 

○ アウトカムについては制度の認知度で測
るのではなく、通報・相談の窓口設置率な
ど客観的な指標で測るべき。仮に認知度で
測る場合でも、大企業と中小企業とでは適
切に水準を区別する必要がある。
○ 政策評価の指標との適切な連携を図る必
要がある。通報窓口を信頼する労働者の割
合目標を低率のままにすることは、いくら
制度を周知しても制度の活用にはつながら
ない。
○ 認証制度の対象は、民間団体のみなら
ず、官公庁にも適用することにより、国全
体の効果的な仕組みとする必要がある。
○ 認証制度に係る今後の事業において、入
札契約の競争性・透明性が確保されるよ
う、他省庁の類似事業の先例等を十分踏ま
えて実施が図られる必要がある。

事業内容の一部
改善

○アウトカムの指標が「法の認知度」という曖
昧かつ調査方法等によって結果が上下するもの
が適当か検証すべき。
○法の認知度の向上に関し、制度の概要のみな
らず、社会的意義を含め認知されるよう、具体
例を用いた説明素材を作成するなど、従来の手
法とは異なる工夫をしながら実施すべき。
○調達においては競争性や透明性の確保に配慮
すべき。

57 64 7 - 執行等改善

・アウトカムについては、通報する側、通
報を受ける側の双方の指標を設定すること
が適当と考えられるため、引き続き「法の
認知度」「通報窓口整備率」を指標として
維持する。なお、指摘を受け、大企業労働
者の認知度目標については中小企業労働者
より高く設定した。また、客観的な指標と
して、現在導入を検討している認証制度の
普及・活用状況を今後追加することを予
定。
・法の認知度の向上については、具体的事
例を説明素材に取り込んで周知を行うな
ど、制度の社会的意義を一層訴求できる周
知のあり方を工夫していく。
・政策評価の測定指標である「労務提供先
が設置する内部通報窓口を信頼している労
働者の割合」については、その調査方法を
改善し、より直接的に信頼度を把握する方
法に変更するよう努める。
・認証制度については、行政機関も申請可
能な制度設計を検討する。
・調達においては、入札の競争性、透明性
が十分確保されるよう努める。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

6 その他 ○

（単位：百万円）
平成２９年度行政事業レビュー事業単位整理表兼点検結果の平成３０年度予算概算要求への反映状況調表

事業
番号
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年度
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(予定)年度
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評価結果

執行
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差引き
備　考
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平成２８
年度レ
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シート番

号
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（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

外部有識者の所見
委託
調査

補助
金等

行政事業レビュー推進チームの所見

基金
所見の概要 反映内容
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平成２９年度 平成３０年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

（単位：百万円）

事業
番号

事　　業　　名
平成２８年度
補正後予算額

平成２８年度

反映額

事業開始
年度

事業終了
(予定)年度

担当部局庁
評価結果

執行
可能額

差引き
備　考

反映状況

執行額
会計区分 項・事項

平成２８
年度レ
ビュー
シート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

外部有識者の所見
委託
調査

補助
金等

行政事業レビュー推進チームの所見

基金
所見の概要 反映内容

008
消費者に対する教育・普及啓発の企画・立
案・推進経費

平成２１年度 終了予定なし 43 43 34  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○「代替指標」とされている「消費者教育ポー
タルサイトへのアクセス件数」が減少傾向にあ
ることについて、原因究明と改善策を検討すべ
き。
○アウトプットの指標が「教材作成数」となっ
ているが、作成したものを使っていかに普及・
啓発するかが重要であるため、それを測る指標
にできないか検討すべき。
○消費者教育や普及啓発事業の効果を検証し、
適切に事業を運営すべき。
○引き続き予算の効率化に向けた取組を行うべ
き。

55 81 26 -
年度内に改善を

検討

①利用者からの意見等に基づき、消費者教
育ポータルサイトのシステム改修を平成29
年度中に実施する予定。
②消費者教育ポータルに登録した消費者庁
が作成した教材へのアクセス件数を指標と
することについて検討し、システムが対応
可能な場合には指標の見直しを実施する予
定。
③消費者教育や普及啓発事業については、
直接的な因果関係を分析することが困難な
ことから、例えば、消費者教育推進会議に
おける各委員の意見等について、事業の実
施にあたり反映するなど、適切な事業運営
に努める。
④引き続き予算の効率化に努める。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

8 平成２５年度対象 ○ 　

009 地方消費者政策推進経費 平成２１年度 終了予定なし 170 170 175  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○消費者安全協議会の設置に向け、優良事例を
紹介することを含めた制度の周知を図るなど、
具体的な対策を検討すべき。
○アウトプット指標④「法令執行担当者研修の
開催」について、例年目標を下回る結果になっ
ているが、研修を受講しやすい日程・時間設定
にするなど工夫すべき。
○消費者ホットライン関係事業の価格の妥当性
等を的確に検証し、効率的・効果的な予算執行
に努めるべき。

166 186 20 - 現状通り

○消費者安全確保地域協議会の設置事例に
ついては、平成29年４月に事例集を公表し
ている。また、徳島県に開設した消費者行
政新未来創造オフィスにおいては、徳島県
内の自治体をモデルとした事例収集・分析
を行う予定であり、全国での展開に向けて
これらの成果を発信する。
〇「法令執行担当者研修の開催」について
は、研修施設の利用状況にも依存するが、
所見のとおり受講しやすい日程等の調整を
図る。
〇消費者ホットライン関係事業について
は、ナビダイアルがNTTコミュニケーショ
ンズが唯一運営する業者であるため、競争
性がなく、経費削減の余地はないが、今後
とも適正な執行に努める。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

9 平成２８年度対象 ○

010 地方消費者行政のための事業に必要な経費 平成２０年度 終了予定なし 5,000 5,000 4,470  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○アウトカム指標を見る限り、平成32年度での
目標達成が厳しいように思われることから、何
らかの工夫・改善ができないか検討すべき。
○交付金事業の成果を十分検証した上で、新た
な事業のあり方について検討を深めるべき。

3,000 4,000 1,000 - 執行等改善

平成32年度までの地方消費者行政強化作戦
の達成のため、地方公共団体に向けて積極
的に働きかけを行う。また、「地方消費者
行政の充実・強化に向けた今後の支援のあ
り方等に関する検討会」を開催し、これま
での交付金事業の検証を行った。本検討会
における報告書（平成29年７月）を踏ま
え、地方消費者行政強化作戦も含めた、新
たな課題へも対応できるよう概算要求を
行った。

「新しい日本のための
優先課題推進枠」
4,000

消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

10 平成２５年度対象 ○ ○

011 独立行政法人国民生活センター運営費 平成１５年度 終了予定なし 3,124 2,791 2,792 

 ○アウトカム指標の達成に向け、業務の実
績に関する評価がＢ未満の評価項目の一つ
である研修施設の外部への貸出等につい
て、具体的計画の速やかな策定と実施が必
要。
○研修施設の有効活用について、国民生活
センターと協力して改善策を講じられた
い。

事業内容の一部
改善

○ＰＩＯ－ＮＥＴに入力された情報を法執行や
政策の企画・立案に有効に活用する手法を継続
的に検討すべき。
○全国の消費生活センター等に対する支援を一
層充実・強化するため、引き続き予算の効率化
に向けた取組を進めるべき。

3,234 3,990 756 -
年度内に改善を

検討

宿泊施設の稼働率については、受講者及び
派遣自治体等の意向調査によりニーズを把
握し、研修テーマの工夫や開催時期の設定
を行うなど、研修受講生による宿泊施設稼
働率の向上に努めるとともに、外部利用に
ついては、さらに利用を促進できるよう、
近隣の学校や消費者問題関連機関等に対し
て周知活動等の取組に努める。
関係省庁等と意見交換等する場合には、資
料作成に当たってPIO-NETに入力された情
報の活用方法を工夫するなどして積極的な
情報提供に努める。

「新しい日本のための
優先課題推進枠」732

消費者庁 一般会計

（項）独立行政法人国民生活
センター運営費
　（大事項）独立行政法人国
民生活センター運営費交付金
に必要な経費

12 その他 ○

012 物価対策の推進に必要な経費 平成２１年度 終了予定なし 58 58 41  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○公共料金の制度に関する状況変化等に即した
アウトカム、アウトプットの設定になっている
か検証を行うべき。また、アウトプット指標④
「その他調査の実施」について、内容が判然と
しないので一例を記載すべき。
○物価モニター調査に関し、不落随意契約と
なった原因を分析・検討した上で、できる限り
一般競争入札により委託先を選定するように努
めるなど、引き続き予算の効率化に向けた取組
を行うべき。

63 68 5 - 執行等改善

・公共料金等の改定に際して、物価問題に
関する関係閣僚会議を開催するなど、引き
続き消費者の利益を擁護する観点から消費
者の意見を反映させる。また、御指摘を踏
まえ、アウトプット指標④「その他調査の
実施」の内容を追記した。
・経費削減の観点から引き続き一般競争入
札で事業者の選定を行うとともに、予算の
効率的な執行を図るため必要に応じて事業
内容の検討を行う。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

13 平成２８年度対象 ○

013
消費者政策の推進に関する調査・分析に関す
る経費

平成２６年度 終了予定なし 64 64 50  外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○実証に基づく調査分析などを充実させるとと
もに、ＥＢＰＭに基づく政策決定につながる先
端的な研究を強化すべき。
○アウトプット指標「消費者白書の作成部数」
について、本事業の効果は白書の作成（印刷）
数で測るのではなく、それによる消費者の意識
や行動を変えることなどが重要であると思われ
ることから、それに相応しい指標とすることを
検討すべき。
○引き続き効率的な事業の実施に努めるべき。

65 70 5 - 執行等改善

消費者行政新未来創造オフィスにおける実
証に基づく調査分析と連携をとりつつ、消
費者問題の現状や課題を把握するための調
査分析を行う。
消費者の意識、行動に働きかける指標等を
検討する。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

14 平成２７年度対象 ○

014 事業者連携推進に必要な経費 平成２７年度 終了予定なし 6 6 4 

 ○事業目的をより明確化し、事業内容をメ
リハリのついたものになるよう工夫すべ
き。また、消費者志向経営を宣言した会社
の実態を十分に把握・分析できるような消
費者庁としての評価指標の確立が必要。
○消費者志向経営をいかに広範な事業者に
広げていくかを評価指標として捉えること
を検討すべき。
○消費者志向経営の普及段階を見据えた事
業展開に努めるべき。

事業内容の一部
改善

○事業の目的や事業概要をより明確な記述に改
めるとともに、それを的確に反映しうるアウト
カムやアウトプットの設定に努めるべき。
○消費者志向経営推進に向けた自主宣言に関
し、事業者にとって取組を進める上でのインセ
ンティブにも繋がることから、積極的な周知を
検討すべき。
○「事業の効率性」について、予算額と入札価
格の差異が大きいことを踏まえ、次年度以降の
予算編成に当たってはその実績を踏まえた効率
的な執行となるよう留意すべき。

8 10 2 -
年度内に改善を

検討

消費者志向経営の促進のため、平成28年度
に、事業者団体、消費者団体、消費者庁を
はじめとした行政による推進組織を設けて
活動を開始したところである。事業内容等
については、推進組織による今後の取組に
ついての議論も踏まえ、検討していくとと
もに、今後、消費者志向自主宣言の実施状
況等を把握しつつ、適切な評価指標を検討
していく。
また、予算編成については、実績を踏まえ
た効率的執行となるように留意していく。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

15 その他 ○

施策名：消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進

施策名：地方消費者行政の推進

いずれの施策にも関連しないもの

施策名：物価対策の推進

施策名：消費者政策の推進に関する調査・分析
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平成２９年度 平成３０年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

（単位：百万円）

事業
番号

事　　業　　名
平成２８年度
補正後予算額

平成２８年度

反映額

事業開始
年度

事業終了
(予定)年度

担当部局庁
評価結果

執行
可能額

差引き
備　考

反映状況

執行額
会計区分 項・事項

平成２８
年度レ
ビュー
シート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

外部有識者の所見
委託
調査

補助
金等

行政事業レビュー推進チームの所見

基金
所見の概要 反映内容

015 有識者を交えた消費行動に関する研究 平成２８年度 終了予定なし 5 5 1 

 ○事業目的及び事業概要は、ターゲット等
を絞った具体的なものにすべき。また、予
算額の執行率を高めるために委員の旅費が
過半を占めることに安易に依存することが
ないように留意すべき。
○従来の消費者行政固有の分野に限定せ
ず、消費行動を広く捉えて、そこで得られ
た知見を今後の行政にいかしていくことは
重要であり、そのような観点から本事業の
評価指標を検討すべき。
○調査領域の新規性について理解できる。

事業内容の一部
改善

○消費行動や消費構造を行動経済学等の学術的
な視点から調査研究することは重要であり、で
きる限り具体的かつ的確な目標設定を検討すべ
き。

5 5 - - 執行等改善
平成29年度の成果を踏まえ、具体的かつ的
確な目標設定に向けた検討を行う。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

新28-
0002

前年度新規 ○

016 消費者の安全確保のための施策の推進 平成２１年度 終了予定なし 185 185 139 外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○アウトプット指標について啓発資料の作成で
はなく、それをもって普及啓発を行うことが重
要であることにかんがみた指標とすべき。
○消費者安全調査委員会による事故等原因調査
等の実施状況に関し、専門機関との連携の強化
など、事業の改善を検討すべき。
○普及啓発事業の効果を適切に検証し、効果
的・効率的な予算執行に努めるべき。

180 213 33 - 執行等改善

○アウトプット指標については、啓発資料
の作成から配布部数に変更した。
○事務局職員の知識や調査のノウハウの更
なる蓄積を図るとともに、商品テスト等の
知見を有する国民生活センターとの連携強
化、事務や審議の効率化等も含めて、消費
者安全調査委員会の活動のサポートに努め
ることとしている。また、平成30年度概算
要求においては、事故調査を担う消費者庁
職員の調査能力向上のための人材育成プロ
グラム（研修）を新規に要求したところ。
○普及啓発事業の効果を適切に検証し、効
果的・効率的な予算執行に努めていく。

「新しい日本のための
優先課題推進枠」14

消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

16 平成２５年度対象 ○

017
リスクコミュニケーション等の推進に必要な
経費

平成２１年度 終了予定なし 34 34 39 外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○アウトカムに関し、ここ数年の推移を踏まえ
より高い目標を設定すべき。
○リスクコミュニケーションの効果を適切に検
証し、その手法の改善に努めるべき。
○平成28年度に単位当たりコストが大きく増え
ていることの要因分析をすべき。
○引き続き予算の効率化に向けた取組を行うべ
き。

35 55 20 - 執行等改善

○アウトカムについては、ここ数年の推移
を踏まえより高い目標に設定した。
○昨年度実施した「食品に関するリスクコ
ミュニケーション研究会」において検証し
てきた内容を踏まえ、食品中の放射性物質
に関する意見交換会については、福島県中
心から消費地へ重心を移すこととしてい
る。
○平成28年度の単位当たりコストが大きく
増えているのは、新たに親子参加型イベン
トを実施したため。
○引き続き予算の効率化に向けた取組を
行っていく。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

17 平成２６年度対象 ○

018 リコール情報周知の強化のために必要な経費 平成２６年度 終了予定なし 17 17 1 外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○リコール情報サイトに関し、実効性と効率性
の双方を図ることが必要と考えられることか
ら、不断に検証及び改善を行うべき。
○リコール情報サイトのシステム改善等の調達
にあたっては、競争性・透明性の確保に留意す
べき。
○引き続き予算の効率的・競争的な執行となる
よう努めるべき。

9 29 20 - 執行等改善

○平成30年度概算要求ではリコール情報サ
イトについては、消費者の利便性や費用対
効果の観点から、大幅な改修に取組む。
○リコール情報サイト改修等の調達にあ
たっては一般競争入札を基本とした業者選
定をすることにより、競争性・透明性の確
保に留意する。
○引き続き予算の効率的・競争的な執行と
なるように努めていく。

「新しい日本のための
優先課題推進枠」27

消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

18 平成２７年度対象 ○

019 消費者取引の対策に必要な経費 平成２１年度 終了予定なし 342 342 292 

 ○アウトカム指標と実績が事業・業務の実
態に即していないように思われるため、記
載内容に工夫が必要。また、単位当たりコ
ストの増加や一者入札の原因分析と改善策
について十分な説明が必要。
○消費者庁発足当時と比べて、①法執行件
数が大幅に減少しており法執行力に問題が
あると思われること、②単位当たりコスト
が大幅に上昇していること、について、そ
れぞれ相応の説明が必要。
○一者応札となっている原因分析を行い、
改善につなげるべき。

事業内容の一部
改善

○実際の取組みや努力がレビューシートの記載
に十分反映されていないため、記述に工夫を行
うとともに（例えば有識者会合で言及のあった
再犯件数が減少していることなどを持って示す
など）、単位あたりコストの上昇については理
由を補うなどきちんと説明すべき。
○経済産業局等と連携するなどにより法執行体
制の強化ができないか検討すべき。
○ＰＩＯ－ＮＥＴや特商法執行ネットの活用な
どにより、引き続き効率的な法執行に努めるべ
き。

306 291 15 - 執行等改善

○従来の活動指標「迷惑メール調査件数」及び
「インターネット通信販売調査件数」を、成果
目標実現に向けた活動の実績をより直接的かつ
適切に示す「不適切な広告に対する行政指導件
数」及び「危険ドラッグの通信販売サイトに対
する行政指導件数」に改める（注）。新たな活
動指標に即してみると、単位当たりコストは上
昇していない。
　注）活動指標については、政策評価書の測定
指標と統一した。また、従来の指標である「迷
惑メール調査件数」については、平成28年度の
システム更改により、重複URL等を自動的に名
寄せする機能を追加した結果、調査件数算定
ベースがそれ以前と異なっており、平成27年度
以前と指標としての連続性が維持できなくなっ
ている。
○平成28年度の執行に関して、違反事業者に対
し、業務停止命令に加え、違反事案の原因究明
等を求める指示処分を行うなど、案件ごとにき
め細かく取り組んでいることを明記した。
○平成28年度の一社入札は、補正予算執行のた
めの入札であったため、企業の繁忙期である年
度後半の発注となったことが要因として考えら
れる。今後、特に当初予算に関する発注につい
ては、可能な限り、年度の早い時期に入札公示
を実施し、広く業者が応札できるよう努めてい
くこととする。
○平成29年度、国及び都道府県の法執行部門を
結ぶ調査情報システム「特定商取引法執行ネッ
ト」の大幅な更改を実施し、平成30年度当初よ
り稼動させることとしている。新システムの有
効活用を含めて、国及び都道府県の一層効率
的・効果的な法執行に努める。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

19 その他 ○

020 消費者表示の対策に必要な経費 平成２１年度 終了予定なし 166 166 112 -
事業内容の一部

改善

○事業の成果が的確に反映されるアウトカムや
アウトプットを設定するとともに、事業の効果
を適切に検証する手法を確立するよう努めるべ
き。
○一者応札があることについて、他の類似事業
の執行における取組も参考にしながら引き続き
競争性確保に努めるべき。
○執行率が低下していることを踏まえ、適切か
つ効率的な事業の執行に努めるべき。

152 158 6 - 現状通り

○現状設定しているアウトカム及びアウト
プットが、本事業の成果を最も適切に示す
指標であるため、引き続き、当該指標を設
定する。
○一者応札があることについて、仕様書の
記載を改善することを検討するなど、事業
の実行性を損なわない範囲で、引き続き、
競争性の確保に努める。
○景品表示法に係る行政指導件数は減少し
ているものの、同法の規定に基づく措置命
令件数は増加している。また、課徴金制度
導入後、初の課徴金納付命令を発出するな
ど、件数のみならず社会的な影響力の大き
い事案を積極的に取り扱っているところ、

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

20 平成２６年度対象 ○

施策名：消費者安全確保のための施策の推進

施策名：消費者取引対策の推進

施策名：消費者表示対策の推進
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平成２９年度 平成３０年度

当初予算額 要求額

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ＝Ｃ

（単位：百万円）

事業
番号

事　　業　　名
平成２８年度
補正後予算額

平成２８年度

反映額

事業開始
年度

事業終了
(予定)年度

担当部局庁
評価結果

執行
可能額

差引き
備　考

反映状況

執行額
会計区分 項・事項

平成２８
年度レ
ビュー
シート番

号

外部有識者点検対象
（公開プロセス含む）
※対象となる場合、理
由を記載

外部有識者の所見
委託
調査

補助
金等

行政事業レビュー推進チームの所見

基金
所見の概要 反映内容

021 消費税価格転嫁対策に必要な経費 平成２６年度 平成３０年度 36 36 24 外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○消費税率の引き上げスケジュールも踏まえな
がら、適切な時期に適切な事業ができるよう、
事業の内容を柔軟に見直していくべき。
○アウトプットの指標を見る限り、業務執行件
数が落ちているため、業務執行の質が保たれて
いる、ないしは上がっていることを示す指標を
追加できないか検討すべき。（例えば普及・啓
発活動の状況など）
○執行率がまだ低いことを踏まえ、適切かつ効
率的な事業の執行に努めるべき。

36 36 - - 現状通り

○軽減税率の導入に係る商流間での税率の
違いなどにより、転嫁行為に広がりが生ま
れるなど、複雑化する可能性もあり得ると
ころ、消費税率の引き上げスケジュールも
踏まえながら、引き続き、時宜にかなった
業務の遂行に努める。
○消費税転嫁対策特別措置法に基づく指導
件数については、内閣官房消費税転嫁対策
推進室等の普及啓発活動の成果により違反
の認知件数が減少していることを受け、平
成27年度に比べて減少はしているものの、
消費税率に変更がない平成28年度において
も一定の執行水準は維持されており、引き
続き、違反に触れた場合には、厳正かつ適

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

21 平成２７年度対象 ○

022 食品表示の対策に必要な経費 平成２１年度 終了予定なし 149 149 138 

 ○データベースのアプリケーション改修に
係る契約について、一者入札である原因の
分析が必要。
○委託先の業務実施状況の適切な確認が必
要。

事業内容の一部
改善

○調達における競争性や透明性の確保に向けた
必要な対応を行なうべき。特に、一者応札があ
ることについて、他の類似事業の執行における
取組も参考にしながら引き続き競争性確保に努
めるべき。

141 161 20 - 現状通り

（外部有識者の所見を踏まえて）
データベースのアプリケーション改修に係
る契約は、専門性の高い改修であったた
め、結果的に一者入札になったものと考え
られる。ご指摘を踏まえ、必要に応じて競
争性のある契約となるよう検討する。ま
た、委託先の業務実施状況は、契約後も委
託業者と定期的に打合せを行い、進捗状況
を確認しながら進めた。
（行政事業レビュー推進チームの所見を踏
まえて）
調達における競争性や透明性の確保につい
ては、現状においても入札説明書の公開や
入札広告期間の確保など、定められた庁内
の手続きにのっとって調達しており、引き
続き、適切な対応を行うよう努める。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

22 その他 ○

023
新たな食品表示制度の適正化・充実に係る経
費

平成２７年度 終了予定なし 32 32 60 外部有識者点検対象外
事業内容の一部

改善

○事業の成果が的確に反映されるアウトカムや
アウトプットを設定するとともに、普及啓発事
業の効果を適切に検証すべき。
○一者応札があることについて、他の類似事業
の執行における取組も参考にしながら引き続き
競争性確保に努めるべき。
○引き続き効率的な事業の実施に努めるべき。

47 74 27 - 現状通り
一者応札があることについて、他の類似事
業の執行における取組を参考にしながら、
引き続き競争性の確保を行う。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

24 平成２８年度対象 ○

024
食品表示に関する消費者向け情報提供の仕組
みの運用

平成２８年度 終了予定なし 25 25 25 

 ○データベース及びアプリケーションの保
守業務に係る契約について、一者入札であ
る原因の分析が必要。
○仮に、同業務について性質上、複数者に
よる入札が困難な場合は、公募随契等を実
施し、委託先の業務実施状況の確認に基づ
いた適正な価格での契約が必要。

事業内容の一部
改善

○データベースが消費者の選択に活用されてい
ることを示すアウトカムを設定できないか検討
すべき。
○一者応札があることについて、他の類似事業
の執行における取組も参考にしながら引き続き
競争性確保に努めるべき。
○消費者による利用状況の把握に努めつつ、引
き続き効率的な事業の執行に努めるべき。

31 62 31 - 現状通り

（外部有識者の所見について）
データベース及びアプリケーションの保守
業務に係る契約について、本業務を安全か
つ確実に実施可能な者は、システムの構築
を行った事業者以外に現れなかったため、
一者入札となった。また、更改業務等の請
負（委託）業務については、当庁システム
担当が業務内容に見合う見積価格になって
いるか調達事前審査を行った上で、適正な
価格で契約している。
（行政事業レビュー推進チームの所見につ
いて）
次期レビューシート作成の際に、データ
ベースが消費者の選択に活用されているこ
とを示すアウトカムの設定について検討す
ると共に、一者応札があることについて、
他の類似事業の執行における取組を参考に
しながら、引き続き競争性の確保を行う。

- 消費者庁 一般会計
（項）消費者政策費
　（大事項）消費者政策に必
要な経費

新28-
0003

前年度新規 ○

9,657 9,324 8,573 7,764 9,827 2,092 

4,323 4,323 - 4,395 4,648 253 

13,980 13,647 8,573 12,159 14,475 2,316 

注１．　該当がない場合は「－」を記載し、負の数値を記載する場合は「▲」を使用する。

注２．「執行可能額」とは、補正後予算額から繰越額、移流用額、予備費等を加除した計数である。

注３．「反映内容」欄の「廃止」、「縮減」、「執行等改善」、「年度内に改善を検討」、「予定通り終了」、「現状通り」の考え方については、次のとおりである。

　　　　「廃止」：平成29年度の点検の結果、事業を廃止し平成30年度予算概算要求において予算要求を行わないもの（前年度終了事業等は含まない。）

　　　　「縮減」：平成29年度の点検の結果、見直しが行われ平成30年度予算概算要求において何らかの削減を行うもの（事業の見直しを行い、部分的に予算の縮減を行うものの、事業全体としては概算要求額が増加する場合も含む。）

　　　　「執行等改善」：平成29年度の点検の結果、平成30年度予算概算要求の金額に反映は行わないものの、明確な廃止年限の設定や執行等の改善を行うもの（概算要求時点で「改善事項を実施済み」又は「具体的な改善事項を意思決定済み」となるものに限る。）

　　　　「年度内に改善を検討」：平成29年度の点検の結果、平成30年度予算概算要求の金額に反映は行わないものの、平成29年度末までに執行等の改善を検討しているもの（概算要求時点で「改善事項を実施済み」又は「具体的な改善事項を意思決定済み」となるものは含まない。）

　　　　「予定通り終了」：前年度終了事業等であって、予定通り事業を終了し平成30年度予算概算要求において予算要求しないもの。

　　　　「現状通り」：平成29年度の点検の結果、平成30年度予算概算要求の金額に反映すべき点及び執行等で改善すべき点がないもの（廃止、縮減、執行等改善、年度内に改善を検討及び予定通り終了以外のもの）

注４．予備費を使用した場合は「備考」欄にその旨を記載するとともに、金額を記載すること。

　　　　「前年度新規」：前年度に新規に開始したもの。

　　　　「最終実施年度」：当該年度が事業の最終実施年度又は最終目標年度に当たるもの。

　　　　「行革推進会議」：前年のレビューの取組の中で行政改革推進会議による意見の対象となったもの。

　　　  「継続の是非」：翌年度予算の概算要求に向けて事業の継続の是非等を判断する必要があるもの。

　　　　「その他」：上記の基準には該当しないが、行政事業レビュー推進チームが選定したもの。

行政事業レビュー対象　計

行政事業レビュー対象外　計

一般会計

一般会計

注５．「外部有識者点検対象」欄については、平成２９年度行政事業レビューの取組において外部有識者の点検を受ける場合は下記の基準に基づき、「前年度新規」、「最終実施年度」、「行革推進会議」、「継続の是非」、「その他」のいずれかの選択理由を記載（行政事業レビュー実施要領第２部２（３）を参照）し、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度又は平成２８年度の行政事業レビューの取組において外部有識者の
点検を受けたものは、それぞれ「平成２５年度対象」、「平成２６年度対象」、「平成２７年度対象」、「平成２８年度対象」と記載する。なお、平成２９年度に外部有識者の点検を受ける事業について、平成２５年度、平成２６年度、平成２７年度又は平成２８年度にも点検を受けている場合には、選択理由のみを記載する（「前年度新規」、「最終実施年度」、「行革推進会議」、「継続の是非」、「その他」のいずれかを記
載）。

合　　　　　計

一般会計

施策名：食品表示の企画・立案・推進
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