
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

（１）消費生活センター機能強化事業

事業名

（３）消費生活相談員養成事業

（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

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,360 1,360

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0

3,115

都道府県 市町村 合計

3,401 7,278 10,679

9,286 12,401

446 446

0

0

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

333 333

（８）消費者教育・啓発活性化事業 16,928 38,389 55,317

0

（９）商品テスト強化事業

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

81,711

169,131

110,628

44%

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

32,600 78,028 110,628

1,573

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

4,003

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 5,947

0

20,142 26,089

消費者行政決算総額 250,842

合計

2,430



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）

自治体参加型

法人募集型

人

人日

人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

人人

人日

人

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人 人時間／年 千円

人 人時間／年 千円管内市町村 26 18,111 20,142

対象人員数

13

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

0 5,947県

事業実施自治体

鹿児島市，枕崎市，西之表市，垂水市，薩摩川内市，日置市，曽於市，霧島市，いちき串木
野市，南さつま市，志布志市，奄美市，南九州市，瀬戸内町，徳之島町，天城町，伊仙町



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）

3,115

4,560 4,560

3,115

446

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

3,401 3,401

19,261 17,302 16,928

4,119

テレビ・新聞等，パンフレット作成・配布等による消費者教育・啓発の実施19,888

446

食品表示・安全分野の専門家を活用した講習会の開催⑧食品表示・安全機能強化事業

4,119

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）

事業計画

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

459⑦消費生活相談窓口高度化事業

405 405 333333

げ

事務用機器購入，執務参考図書等購入

459

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

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

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業（実績）の概要

相談員等消費者行政従事者のレベルアップのための研修参加支援

弁護士等の専門家を活用した消費生活相談の実施

5,947 5,947

35,776

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 6,071 6,071

2,398

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

消費生活相談員の報酬引き上げ分

事務用機器購入，リフォーム工事等調査手数料

32,600

5,622 2,709 5,200

38,00441,544合計

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） 420 420 32

市町村相談員等から弁護士に電話相談する体制を構築，弁護士等と相談員による巡回相談，
消費生活専門相談員資格取得講座

32



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

対象経費（実績）

消費生活相談体制の整備が図られるとともに，消費者教育・
啓発の体制整備が図られた。

消費者ホットラインの周知や，各種情報の提供を行うことで，
啓発の強化や消費者への消費生活の知識向上が図られた。

研修参加旅費，研修資料代

弁護士謝金

講習会講師謝金・旅費，会場使用料，資料等作成経費　等

専門知識の習得・向上が図られるとともに，相談員及び職員
の資質の向上が図られた。

相談員の消費生活相談への対応力の強化が図られるととも
に，専門性の向上が図られた。

食品表示・安全の分野に係る消費者への啓発の強化が図られ

広告委託（テレビ・ラジオＣＭ，新聞広告，ポスター作成等），消費生活副読本作成・
配布経費，消費生活講座講師謝金・旅費，啓発用ＤＶＤ購入　等

事業名

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

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

事業強化・機能強化の成果

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

携帯電話，執務参考図書等購入費

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

消費生活相談員の報酬等（引き上げ分）

自治体参加型
参加希望者数 人

年間研修総日数

消費生活相談員の処遇の改善が図られた。

参加者数 人

人日

人日

年間研修総日数

年間研修総日数

人
法人募集型

実地研修受入人数

年間研修総日数人日

実地研修受入希望人数

事業計画

人

人日

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

実施形態

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

研修参加・受入要望 研修参加・受入

実績

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） 事業所指導強化のための事務用機器購入，リフォーム工事等調査手数料 事業所指導の体制整備が図られた。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
市町村相談員等から弁護士に電話相談する体制を構築，弁護士等と相談員による
巡回相談，消費生活専門相談員資格取得講座実施のための委託料

市町村の相談窓口の対応力強化が図られるとともに，県全体
の消費生活相談体制整備が図られた。



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）

4,585

3,097

4,181

3,097

4,585

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，出水市，指宿市，西之表市，垂水市，薩
摩川内市，日置市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志
布志市，奄美市，南九州市，伊佐市，姶良市，南種子町，大和村，瀬
戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名
町

鹿屋市

枕崎市，垂水市，志布志市，南九州市，瀬戸内町，知名町

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

3,097

9,434

150

1,580

150

9,429

1,360

150

1,380 1,360

3,097

4,181

150

9,1369,136

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）

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）

実施市町村

姶良市

鹿児島市，鹿屋市，出水市，指宿市，西之表市，薩摩川内市，曽於市，霧島市，
いちき串木野市，南さつま市，伊佐市

鹿児島市，鹿屋市，出水市，指宿市，西之表市，垂水市，薩摩川内
市，日置市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志
市，奄美市，南九州市，伊佐市，姶良市，さつま町，長島町，錦江町，
南大隅町，肝付町，中種子町，南種子町，屋久島町，瀬戸内町，龍郷
町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町

町

344 344

1,252

38,389

20,340 20,142

343343

1,230

38,38939,623

22,513 22,675

39,623

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

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

1,2301,257
枕崎市，指宿市，曽於市，いちき串木野市，南さつま市，徳之島町，伊
仙町，和泊町，知名町

鹿児島市

鹿児島市，枕崎市，西之表市，垂水市，薩摩川内市，日置市，
曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志市，奄
美市，南九州市，瀬戸内町，徳之島町，天城町，伊仙町

82,583 80,200 80,561 78,028合計

仙町，和泊町，知名町



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

・　消費生活センターを新設し，相談窓口の強化が図られた。

・　消費生活相談体制の整備が図られるとともに，消費者教育・啓発の体制整備が図られた。
・　個人情報の適切な管理の強化が図られた。
・　事務処理の迅速化が図られた。

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）

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） ・　専門知識の習得，知識の向上が図られるとともに，資質の向上が図られた。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

・　消費生活相談体制の整備が図られるとともに，消費者教育・啓発の体制整備が図られた。
・　個人情報の適切な管理の強化が図られた。

・　相談員の育成に努めた。

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

⑫食 表 安全機能強 事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

・　地域に密着した広域的かつ重点的な消費者教育・啓発活動を展開できた。
・　消費者への消費生活の知識向上が図られた。
・　トラブルの未然防止及び啓発に寄与した。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

千円

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）

110,628

32,600

千円うち都道府県の基金

⑫食品表示・安全機能強化事業

積増し相当分

うち都道府県

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）

千円うち管内の市町村合計

交付金相当分

78,028

10,777

8,514

千円

・　地域において簡易な出張講座等を実施する講師を養成した。
・　相談の掘り起こしにつながった。

・　関係機関や見守り者へ消費生活情報をメールマガジン等により迅速に伝達し，被害の未然防止や拡大防止が図られた。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円うち管内の市町村の基金計 2,263



11．消費者行政決算

12 基金の管理（実績）

160,979

千円178,863 千円 137,991

千円

千円 112,851

千円

339,842

千円

64,865 千円80,291

68,308 88,840

133,173

千円 250,842

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

千円

110,555 千円 千円

32,560 - 千円

前年度差

-124,958 千円

千円

千円

千円

千円

- 千円

0.45

-

206,669 千円 81,711

千円 169,131

20,532 千円

千円

-89,000 千円

- 千円

-40,872 千円

チェック項目

-

0.40

-

-

0.47

-

-

平成22年度 平成23年度

-千円 -

49,151

千円 -

-61,404 千円

35,958

- 千円 0

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤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

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-

千円 - 千円 -

③都道府県全体の消費者行政決算総額

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算総額

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

-- 千円

96,114 千円

千円

①都道府県の消費者行政決算

12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

千円

100,061 千円

消費生活相談員の配置

平成22年度末

300,000

1,625

相談員総数

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22末の基金残高（交付金相当分）

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（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

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）

平成22年度末 相談員総数 13

平成23年度の基金取崩し額（積増し相当分）

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

306

人

16,917 千円

223,370 千円

110,628 千円

千円

114,367 千円

110,532 千円

相談員総数 13人 23年度末実績

10,777

千円

千円

平成22年度末 相談員総数 13 人

人

23年度末実績 相談員総数 13 人

人 23年度末実績 相談員総数うち常勤職員の相談員

うち非常勤の相談員 平成22年度末 相談員総数 13 人 23年度末実績 相談員総数 13 人

人

うち非常勤の相談員

うち委託先職員等の相談員 人 23年度末実績平成22年度末 相談員総数 相談員総数



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）

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）

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

平成20年度に延べ９名であった研修参加機会が，平成23年度は延べ52名に増加
した。

④その他

人人 23年度末実績 相談員総数 41平成22年度末 相談員総数 38

処遇改善の取組 具体的内容

うち常勤職員の相談員 平成22年度末 相談員総数

①報酬の向上 ○ 平成22年度から消費生活相談員の報酬の引き上げた。

人

人 23年度末実績 相談員総数 人

うち非常勤の相談員 平成22年度末 相談員総数 38 人 23年度末実績 相談員総数 41

人

消費生活相談員の配置

人 23年度末実績 相談員総数うち委託先職員等の相談員 平成22年度末 相談員総数

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）

④その他 ○ 相談員の増員（鹿屋市，奄美市，姶良市）

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

鹿屋市（有資格者の報酬引き上げ　月額１６８，７００円→月額１６９，０００円）
垂水市（報酬引き上げ　月額１３０，０００円→月額１６０，０００円）
いちき串木野市（報酬引き上げ　月額８６，０００円→月額１０８，０００円）
姶良市（経験者の報酬引き上げ　月額１５０，０００円→月額１６０，０００円）

【実施市町村】
鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，出水市，指宿市，西之表市，垂水市，薩摩川内市，日置市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志市，奄美
市，南九州市，伊佐市，姶良市，南種子町，大和村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町
【具体的内容】
研修参加旅費・受講料の支援，研修会参加回数の増加，

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 ○


