
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

2,493

6,304

0 4,558 4,558

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0 0 0

1,829 4,322

1,103 0 1,103

都道府県 市町村 合計

364 5,940

0 0 0

0 0 0

（８）消費者教育・啓発活性化事業 5,856 14,133 19,989

0

（９）商品テスト強化事業 0 0 0

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 0 0

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

62,138

88,996

55,261

37%

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 3,094

14,711 40,549 55,261

680

合計

2,414

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 2,482 13,409 15,891

消費者行政決算総額 151,134



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

人

人日

人

人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

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 17 10,411 13,409

対象人員数

2

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

1,628 2,496県

事業実施自治体

四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、東員町、明和町、玉
城町、大紀町、南伊勢町、鈴鹿亀山地区広域連合



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）

437 437

741

1,103

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

426 364

6,087 6,234 5,856

2,357

1,166 136

教育講座の実施、通信講座委託、栄養表示食環境整備事業（啓発用物品、啓発活動等）6,804

625 1,103

1,805

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

2,595 2,3702,656

625

事業（実績）の概要

研修参加支援（旅費、受講料等）

顧問弁護士報酬

執務参考図書、事務機器を購入

研修開催経費（講師旅費、講師報酬）、消費生活相談員通信講座

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

34,591 2,482

54,155

39,829 2,610 不当商取引専門員の人件費（報酬等）、業務補助職員の人件費

14,711

11,928 2,660 8,690

64,284合計

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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） 200

2,414

16,180

生食用食肉を取扱う施設に対する緊急監視（立入検査）、放射性物質汚染稲わらを給与された肉牛の放射性物質検査



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

対象経費（実績）

消費生活相談員及び消費生活相談窓口担当職員を対象とし
た研修会を開催し、市町相談員等の資質向上を図った。（相
談員勉強会７回、消、多重債務者相談研修会）

消費者啓発を実施することで、消費者被害の未然防止、拡大
防止図った。栄養表示食環境整備事業（食品の栄養表示啓
発用物品の作成 啓発活動等）の実施した

執務参考図書、事務用機器の整備を行い、消費生活センター
の機能強化を図った。

旅費（135,760円）

報償費及び旅費（1,103130円）

国民生活センター等が開催した研修に参加し、相談員及び職
員の資質向上を図った。

必要なときに助言が受けられる顧問弁護士制度を導入した。

平成２３年度消費者力アップ通信講座を開催した（2,021,504円）。
こども金銭教育講座を開催した（798,000円）。
栄養表示食環境整備事業を委託した（1,202,250円）。

消費生活相談員通信講座委託事業（2,357,355円）

事業名 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）

執務参考図書（14,615円）、ノートパソコン（329,175円）等

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

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）

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

発用物品の作成、啓発活動等）の実施した。
栄養表示食環境整備事業を委託した（1,202,250円）。
栄養表示啓発物品を作成した（1,769730円）。

⑩商品テスト強化事業

相談体制の強化を図った。⑫一元的相談窓口緊急整備事業 不当商取引専門員（１名）、業務補助職員（1名）を新たに配置した。

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

生食用食肉（ユッケ等）緊急監視における食の安全総合監視指導事業費
（1,385,308円）。
放射性セシウム汚染稲ワラを給餌した牛の肉の検査における総合食品安全
対策事業費（675,180円）。
全頭検査を実施（352,800円）

生食用食肉の衛生管理を徹底し、食中毒の発生の防止を図る
ため、生食用食肉を取り扱う営業施設に対する監視、実態調
査を実施。
放射性物質汚染稲わらを給与された肉牛に係る安全性を確認
する。
全頭検査を実施。



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）

自治体参加型

参加希望者数 人

年間研修総日数

参加者数 人

人日年間研修総日数

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

実施形態
研修参加・受入要望 研修参加・受入

実績



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）

6,733 7,678

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、鳥
羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、東員町、明和町、玉城町、紀北
町、鈴鹿亀山地区広域連合

松阪市、桑名市、名張市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、東
員町、朝日町、川越町、明和町、大台町、度会町、大紀町、紀北
町、紀宝町

8,480

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

2,550

5,006

2,412

5,006 4,563

5,940

4,558

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,8291,931⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

実施市町村

津市、伊勢市、鈴鹿亀山地区広域連合

町、鈴鹿亀山地区広域連合

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、名張市、尾鷲市、鳥羽市、熊
野市、志摩市、伊賀市、東員町、朝日町、川越町、大台町、玉城
町、度会町、大紀町、紀北町、御浜町、紀宝町、鈴鹿亀山地区
広域連合

44,506

13,668

51,767

14,133

680

14,59315,967

18,024 13,409

46,989

16,987

40,549

17,544

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）

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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

680720 720四日市市

四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、鳥羽市、志摩市、
伊賀市、東員町、明和町、玉城町、大紀町、南伊勢町、鈴鹿亀

山地区広域連合



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

事務用機器の購入、執務参考図書やDVDの購入、事務所の賃料、改修経費、消費生活センター周知のための回覧板作成。

事務用機器の購入、通信機器の購入（電話機等）、執務参考図書の購入、改修経費、窓口周知用物品（パンフレットスタンド、カレンダー、パ
ンフレット・チラシ等）作成経費、相談室を設置、相談室改善（パテーション等購入）

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） 相談員・担当職員の研修参加旅費及び受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

啓発機材購入（パソ ン ソフト） 啓発物品（懸垂幕 カレンダ パンフレ ト チラシ シ ル ボ ルペンや グネ ト等のグ ズ）作成経

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）

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

交付金相当分

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発機材購入（パソコン、ソフト）、啓発物品（懸垂幕、カレンダー、パンフレット、チラシ、シール、ボールペンやマグネット等のグッズ）作成経
費、作成した啓発物品は全戸配布や講演会等に活用、講演会（講座）開催経費や記録保存のための機材購入、啓発用展示パネルの購入、
啓発DVD購入。出前講座実施、ケーブルテレビなどの広報利用。

消費生活相談窓口の開設、消費生活相談室開設日増加、平成２４年から消費生活相談員を１名採用し月１回の配置、平成２３年４月より
PIO-NETを即日入力できるよう相談員を配置、平成２３年４月から週３日勤務の相談員を配置、平成２３年６月から専門の消費生活相談員を
配置、平成２３年７月から消費生活相談員を設置、平成２３年９月から消費生活相談員を設置。

うち都道府県の基金

うち管内の市町村の基金計 0

うち管内の市町村合計

55,261

14,711 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

40,549

0

0

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

うち都道府県

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活法律相談会（相談員同席）の開催。

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）





11．消費者行政決算

12．基金の管理（実績）

310,000

千円 151,134

83,522

千円178,489 千円 95,874

千円

千円 55,260

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

262,011

千円

38,739 千円40,549

55,258 48,447

93,997

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）

14,711 千円

123,231 千円

前年度差

-105,876 千円

- 千円

千円

千円

千円

168,014 千円 62,138

千円 88,996

千円

-75,804 千円

-5,001 千円

0.37

-

-110,877 千円

- 千円

- 千円

-6,811 千円

千円

-82,615 千円

チェック項目

-

0.24

-

-

0.46

-

-

平成２２年度 平成２３年度

175 512 千円

-

①都道府県の消費者行政決算

- -千円 - -

-- 千円 - 千円うち基金（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 -- 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 47,427

44,783 千円

千円

13．都道府県の消費生活相談窓口

264

0 千円

消費生活相談員の配置

平成22年度末

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 11

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）

平成２２年度末の基金残高（交付金相当分）

人

千円

175,512 千円

55,261 千円

千円

120,515 千円

相談員総数 9人 23年度末実績

0

千円

千円

平成22年度末 相談員総数 11 人

千円

相談員総数 人

23年度末実績 相談員総数 9 人

人 23年度末実績 相談員総数

人

うち常勤職員の相談員

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 相談員総数平成22年度末 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

研修等の受講機会を増やし、消費生活相談員のスキルアップを支援した。

執務参考図書の購入。

④その他

鳥羽市：平成２１年に５,６００円から７,６００円に引き上げた日額報酬を継続した。

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 ○

人 23年度末実績 相談員総数 32平成22年度末 相談員総数 26

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

人

人 23年度末実績 相談員総数 7うち常勤職員の相談員 平成22年度末 相談員総数 5

6

人

うち非常勤の相談員 平成22年度末 相談員総数 15 人 23年度末実績 相談員総数 16

人

消費生活相談員の配置

人 23年度末実績 相談員総数 9うち委託先職員等の相談員 平成22年度末 相談員総数

④その他 ○ 四日市市：消費生活弁護士相談の中で弁護士による法的助言を受け、相談能力の向上を図った

③就労環境の向上 ○

松阪市：事務用機器の設置、参考図書等の購入による就労環境の整備。
桑名市：参考資料の購入を充実させ、相談対応力の強化を図る。
四日市市：相談員２名体制から臨時職員１名増の３名体制により就労環境の改善をした。
伊勢市：啓発資材、参考図書の購入による就労環境の強化。
伊賀市：執務参考図書の充実。
津市：参考図書の購入、事務用機器の整備。

②研修参加支援 ○

鳥羽市：平成２１年に５,６００円から７,６００円に引き上げた日額報酬を継続した。
津市：相談員報酬を時給１,２１３円から時給１,３１６円への増額（ただし、基金は活用しない）。

熊野市：相談員の研修参加に係る経費を支援。
桑名市：研修参加に係る支援（年５回）行った。
松阪市：相談員の研修参加にかかる経費を支援（延べ１１日）。
四日市市：県外等研修参加について複数回参加できるように支援した。
伊勢市：研修支援の強化（年１７回）
鳥羽市：携帯電話トラブル等の新たな相談に対応するための研修参加旅費を支援した。
伊賀市：相談員の研修参加に係る費用の支援（年２回）。
津市：年２回程度／各相談員の研修参加旅費、参加費の支援。
志摩市：県内外で開催される研修会への参加支援（計１３回）。
玉城町：消費者行政の基本的実務知識の習得。
鈴鹿亀山地区広域連合：公費で研修に参加できる機会を３人で１回から１人ずつに増やした。

①報酬の向上 ○


