
基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した活性化事業（交付金相当部分）

（単位：千円）

別　紙

事業名

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

50（７）食品表示・安全機能強化事業

（８）消費者教育・啓発活性化事業 5,680 63,809         

- 4,097          4,097

4,860

- -                0

（５）消費生活相談窓口高度化事業

- -                0

8,125

480 3,163          3,643

3,265          

（３）消費生活相談員養成事業

都道府県 市町村 合計

574 28,384         28,958

1,587          1,637

0

69,489

（９）商品テスト強化事業 3,990 2,872          6,862

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 - -                

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

33%

都道府県決算

155,080 201,440

1,804          

46,099         61,548

0

17,081

（10）地方苦情処理委員会活性化事業               

46,360合計

15,277（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 15,449

消費者行政決算総額 605,353

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

130,937

474,416

201,406



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

人

人日

人日

人

人日

人日

自治体参加型

管内全体の研修参加・受入（実績）

人人

法人募集型

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人

人

人

人

人 千円

人 千円

19

事業実施自治体

人時間／年

人時間／年25,301

7,540

対象人員数
（報酬引上げ）

5

62

追加的総業務量（総時間）

管内市町村 71

対象人員数計 追加的総費用

46,099

事業実施自治体

県

管内市町村

県 5 15,449

管内市町村

県 0

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



５．今年度に都道府県が実施した活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

5,814       

3,990       

5,680 5,680

3,990 3,990

574 574

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

4,860

480 480

4,861       

5,814       

事業計画

4,860

480         ⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業

4,861       

⑨消費者教育・啓発活性化事業

食品表示にかかる相談員対象の研修を実施

3,990       

50           50           5050

各種講座・研修の実施、広報事業の展開

商品テスト機器の購入

480          

事業（実績）の概要

困難事例への専門家の助言指導、事例検討

消費者センターの備品整備による機能強化

研修会の実施⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩商品テスト強化事業

643          643         

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業名

①消費生活センター機能強化事業（増設）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業経費

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

42 42

15,700     15,700     15,449 15,449

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員の増員

事業者指導にかかる事例検討、法執行体制強化

42           42           

10           10           10

消費生活ネットワークの強化

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

46,815 46,360

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

10

46,815

15,225     事業者の自主的な取り組みの促進、多重債務者の生活再建支援事業15,225     15,225 15,225

46,360



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

県センター・市町村の相談員を対象に、相談・あっせん業務や
啓発講座の運営に直結する研修を実施することにより、業務に
関する理解が深まった。一般県民等を対象に、消費生活相談
に関する基礎的な講座を実施し、消費生活相談を担う人材を
育成することができた

高校生に啓発資材を配布し、社会への巣立ちの準備に必要
な消費生活知識を啓発することができた。
消費生活の安定及び向上に向けた17事業を、企画・実施する

センターに展示するパネル製作、相談対応参考書籍の購入に
より、相談機能等の強化を図った。

対象経費（実績）

備品等購入（392,070円）、参考図書購入（181,565円）

事業強化・機能強化の成果

困難事例助言指導検討会講師謝金（480,000円）

講師謝金（50,000円）

様々な分野にわたる困難事例に対して専門家から助言を受
け、消費者からの相談に対してより適切に対応することができ
た。

JAS法及び食品衛生法について学習し、相談業務にどのよう
に法律を活用するか学ぶことができた。

委託費（4,986,283円）、事業説明会・選定委員会会場借上費（35,340円）、選定委員
会食糧費（3 570円） 啓発資材購入（654 865円）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

①消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

講師謝金（1,920,000円）、講師水代（2,520円）、委託費（2,917,467円）、委託法人選
定委員会会場借上費（7,180円）、委託法人選定委員謝金（13,000円）

⑧食品表示・安全機能強化事業

事業名

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費生活の安定及び向上に向けた17事業を、企画 実施する
県民団体に委託し、消費生活に関する問題解決に向けた取
組を推進することができた。

画像解像度が高いマイクロスコープを購入。家庭用品等の製
品事故の際に、適切に調査できるようになった。

会食糧費（3,570円）、啓発資材購入（654,865円）、

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

機器購入費（3,990,000円）

⑨消費者教育 啓発活性化事業

報酬（13,492,920円）、社会保険料（1,956,080円）

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

相談員を5名増員し、相談体制を強化することができた。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業者の苦情処理体制や自主行動基準作成など、自主的取
り組みを促進するための方策について検討する「事業者の自
主的な取組促進ネットワーク会議」を開催。事業者に「安全・安
心お客様憲章」啓発リーフレットを作成、配布し、自主行動基
準について啓発した。
多重債務者の生活再建を支援するため、見守り型の相談支援
を365日実施。多重債務者の生活再建に向けたフォローアップ
ができた。また、その取り組みを市町村相談員・職員に研修を
実施することによって、相談手法を広めることができた。

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） 謝金（10,000円）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
リーフレット等の印刷（560,175円）、ネットワーク会議会場借上費（10,000円）、生活再
建支援相談業務委託料（14,628,999円）、委託団体選定委員謝金（26,000円）

会場借上費（42,200円）
消費生活ネットワーク会議を開催。消費者団体・事業者・行政
機関等の連携を強化し、消費生活の安定及び向上に関する
取組を進めるために情報交換をすることができた。

事業者指導に係る案件について、弁護士に法令解釈に関す
る助言を受け、法執行に対して理解を深めることができた。



７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

研修参加・受入

年間研修総日数

人日

人

人日

人

年間研修総日数年間研修総日数

実地研修受入希望人数

実施形態

実地研修受入人数

参加者数

自治体参加型

実績

参加希望者数

年間研修総日数

法人募集型

研修参加・受入要望

事業計画

人日

人

人日

人



８．今年度に管内の市町村が実施した活性化事業の総額（交付金相当分） （単位：千円）

実施市町村

茂原市、鎌ケ谷市、君津市

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、旭市、習志野市、柏市、市原
市、流山市、浦安市、八街市、富里市

富津市、袖ケ浦市、白井市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、大網白里
町、九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、大多喜町、御宿町

千葉市、船橋市、松戸市、佐倉市、流山市、我孫子市、八街市

千葉市、銚子市、木更津市、野田市、茂原市、成田市、旭市、習志野市、市原市、流山
市、我孫子市、鎌ケ谷市、袖ケ浦市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄
町、大網白里町、横芝光町

20,569     20,280     

8,234       

20,360     

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,919       

事業の実績事業計画

基金（交付
金相当分）
対象経費

計

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費計

事業経費

8,449       

2,346       

2,318       

3,277       

2,248       2,116       

1,162       

4,097       4,203       

8,155       

20,229      

5,954       6,059       

8,371       

2,116       

1,149       

3,163       

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

3,262       3,178       
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、野田市、旭市、習志野市、市原市、浦安市、四街
道市 八街市 富里市

銚子市、旭市、富里市、東庄町

千葉市、船橋市、木更津市、佐倉市、柏市、東庄町、横芝光町

千葉市、銚子市、松戸市、流山市

旭市、富里市 2,872       

46,189     

2,872       

1,026       

778         

船橋市、館山市、木更津市、松戸市、茂原市、成田市、東金市、旭市、柏市、市原市、
流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、袖ケ浦市、八街市、白井市、富里市、匝瑳市、
香取市、山武市、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、一宮町、睦沢町、長生
村、白子町、大多喜町

778         

2,872       

65,278     46,099      

778          

2,872       

1,026       

1,789       1,587       1,789       

67,301     65,168     

72,604     

68,975     

,

1,587       

63,809      

,

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

化

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

778         

,

⑬消費者教育・啓発活性化事業

,

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉
市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、
鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、八街市、白井市、富里市、南房総市、
匝瑳市、香取市、山武市、多古町、東庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝
光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、大多喜町、御宿町

道市、八街市、富里市

1,748       1,568       

191,714    156,930    155,080    181,633    合計



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

3市で新たに消費生活センターを設置した。

センターの周知、備品整備、相談室の増設・整備等により相談環境・機能が向上した。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会の参加支援の増加により、研修機会が拡充された。

相談室の整備、備品整備、参考図書購入、相談窓口周知等により、相談体制の整備が図れた。また2市が24年度消費生活センター開設に
向けた備品等整備を図った。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業・機能強化の成果の概要

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 研修会の開催により、相談業務に関する知識を深めることができた。

解決困難事例に対して、弁護士の助言を得ることにより、解決に向けての適切な対応をより迅速に図れた。

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

食の安全に関する講演会、講座、リーフレットの配布、啓発用パネル作成等の事業を拡充することにより、消費者への啓発及び相談員等の
学習機会の拡充を図ることができた。

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

21市8町1村で62人の相談員を新たに雇用したり、勤務時間・日数を延長することにより、相談体制が強化された。

食品中の放射性物質の検査を実施することにより、消費者の食に対する不安を解消することができた。

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用資材の作成・配布、各種広報媒体の利用、研修会・講演会の開催等により、より多くの住民に対して啓発を図れた。

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

0積増し相当分 千円

千円

千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村の基金計

千円うち管内の市町村合計

201,406

46,360

155,046

交付金相当分

うち都道府県 千円

地域で活動する人との連携を強化することができ、情報提供も図れた。

学習機会の拡充を図ることができた。

弁護士を活用した多重債務相談会の実施回数を増加することにより、相談員の資質向上を図れた。



11．消費者行政決算

11－2．消費者行政決算②

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

人

千円

千円

348,565

うち基金（交付金相当分）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当部分）取崩対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 319,370

平成23年度

千円

千円

千円

平成22年度

千円

千円 千円

千円千円

千円

31,584

千円

千円

千円

千円

千円千円

-42,881

10,146千円

千円

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 0

前年度差

千円

千円

千円

-45,270

千円

千円

千円

千円

456,974

648,234 605,353

191,260

403,947うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

201,406

-

-

67,798 46,360

123,462 155,046

千円

千円

-

-

-

0.33

-

0.33

-

176,207 130,937

474,416

-23,832

2,389

-

-21,438

千円84,577うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算総額

③都道府県全体の消費者行政決算総額

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-

-

108,409

472,027

-29,195

千円

-53,027

- 0うち基金（交付金相当分）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手当

①都道府県の消費者行政決算

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

チェック項目

-

0.35

人

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

％

％

人

うち管内市町村

うち都道府県 84,577

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 0

人

人

人

うち都道府県

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 0

うち都道府県

うち管内市町村 319,370

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費 403,947

うち都道府県

うち管内市町村 33

②定数内の消費者行政担当者数（平成　　年度末時点） 0

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

％

⑤消費者行政予算総額に占める（交付金相当分）取崩額割合 33

35



12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

257

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入（交付金相当分）

0

平成22年度末

千円

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

750,000

相談員総数

平成23年度の基金取崩し額（積増し相当分）

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年度末の基金残高（交付金相当分）

0

消費生活相談員の配置

平成22年度末 相談員総数

23年度末実績 2121

平成23年度の基金取崩し額（交付金相当分）

平成23年度の基金運用収入（積増し相当分）

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

人

443,471

201,406

242,322

相談員総数人

人 23年度末実績 相談員総数 人うち定数内の相談員

14．平成23年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

○ 困難事例に対する助言・事例検討の拡充により、相談現場の負担軽減を図った。

④その他

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

研修機会の拡充により、相談員の支援体制の充実を図った。

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

人人

人人 23年度末実績 相談員総数

23年度末実績うち定数外の相談員

うち委託等の相談員

平成22年度末

平成22年度末

21相談員総数相談員総数 21

相談員総数



15．管内市町村の消費生活相談窓口

16．平成23年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

155

②研修参加支援

報酬の増額（松戸市、旭市、市原市、八街市、白井市、山武市）

研修の実施（松戸市、流山市）
旅費の支援（千葉市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、旭市、習志野市、市原市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山
武市、東庄町、大網白里町、横芝光町）

人

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上

平成22年度末 相談員総数 143 人 23年度末実績 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員総数

消費生活相談員の配置

相談員総数

相談員総数 2

相談員総数 151

人

人 23年度末実績

人人 23年度末実績 相談員総数

人

4

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員総数 141

平成22年度末

23年度末実績

相談室の整備（市川市、鎌ケ谷市）
備品・参考書籍等の整備（松戸市、習志野市、白井市）

④その他
社会保険への加入（茂原市、我孫子市）
相談員の増員（成田市、習志野市、君津市）

③就労環境の向上


