
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

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（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

（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

3,952

-

（９）商品テスト強化事業

1,535

- 41 41

（５）消費生活相談窓口高度化事業

12,173 2,271 14,444

5,487

240 100 340

都道府県 市町村 合計

1,207 10,488 11,695

219 92 311

（８）消費者教育・啓発活性化事業 42,613 15,898 58,511

- 0

325 - 325

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

198,433

215,575

116,380

28%

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

47,249 116,380

1,077

0（10）地方苦情処理委員会活性化事業 - -

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 5,287 15,747 21,034

消費者行政決算総額 414,008

合計

3,115 4,192

69,131



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

県・宇都宮市・足利市・小山市・矢板市・大田
原市・那須塩原市・那須烏山市

10 人

500 人日

300 人日

日光市、大田原市、那須町

管内全体の研修参加・受入（実績）

6 人6 人

300 人日

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

県・宇都宮市・足利市・小山市・矢板市・大田原
市・那須塩原市・那須烏山市

日光市、大田原市、那須町

自治体参加型

法人募集型

10 人

500 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人

人

人

人

人 千円

人 千円

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

人時間／年11,686

3,676

栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・さくら市・那須烏山市・下野市・那須町

事業実施自治体

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

4

31

県 0

対象人員数計 追加的総費用

管内市町村

県 4 5,287

管内市町村 8 栃木市・日光市・矢板市

管内市町村 39 15,747

事業実施自治体

県



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）

1,207

240

96 96

4,349

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

- -

1,207

7,824 7,824

42,613

325

42,613 42,613

7,824

3,856

96

240

⑩商品テスト強化事業

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

96

42,613

事業計画

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

- -

1,207 1,207

4,349 4,349

3,856 3,856

7,824

3,856

240

219 219

⑨消費者教育・啓発活性化事業

219219 食品表示セミナーの開催。

325

消費者月間キャンペーン、広報媒体を活用した啓発事業及び消費者被害防止啓発演劇
の実施等。

放射性物質簡易検査用消耗品の購入及び環境放射線モニターの購入325 325

240

事業（実績）の概要

国民生活センターが主催する研修への相談員の参加等。

相談の高度化・複雑化に対応するため、弁護士・司法書士等をアドバイザーとした相談
員会議、ブロック別会議等の開催。

相談機能強化のため、電話交換機等の設置、参考図書等の充実。

消費生活相談員養成研修の開催（自治体参加型６名・法人募集型１０名）。

消費生活相談員養成研修の参加者への支援（法人募集型１０名）。

市町の消費生活相談員及び窓口担当者等のスキルアッップ研修会等の開催。

4,349

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）

-

5,287 5,287

69,131

325

-

5,287⑫一元的相談窓口緊急整備事業 5,287

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 -

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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業者指導専門員（１名）の配置及び日額消費生活相談員（３名）の雇用。

325 放射性物質簡易検査用消耗品の購入及び環境放射線モニターの購入。325 325

-

事業者指導専門員の出張旅費。

- -

69,131

- -

30 30 30

69,131

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

30

3,085 3,085 3,085 3,085

69,131

若者アイディア募集消費者啓発映像制作上映、くらしの安心サポーター研修の実施。



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

対象経費（実績）

　消費生活相談員養成研修を開催し、相談員の養成及び相談能力
等の強化を図り、新設のセンター等へ配置させることができた。

事業強化・機能強化の成果

電話交換機・電話機等の設置、執務参考図書の購入に係る経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費、受講者募集費等

　相談事例の研究（県内４カ所×６回：250名受講）、関係法令
等研修（６回：300名受講）、通信教育（71名受講）、市町村窓
口担当者スキルアップ研修会（26名受講）を開催し、消費生
活相談員等のレベルアップを図ることができた。

・相談専用電話交換機を、くらし安全安心課内（県消費生活
センター）に設置することにより、相談専用電話番号を正しく
相手側に表示できるようになり、消費者に誤解を与えることが
なくなったので、相談業務がスムーズにできるようになった。
・参考図書の購入により、消費生活相談に必要な基礎知識や
実務処理を習得することができ、専門的な相談にも対応でき
るようになった。

費用弁償（出張旅費）、研修参加負担金
国民生活センターが主催する研修等へ日額相談員（３名）が
参加し、相談員が必要とする知識等を学ぶことができた。

県の行政職員と消費生活相談員で構成する相談員会議に

研修参加支援費（日当、交通費）

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費等

事業名

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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

　新たに相談を担える者を養成することができた（法人募集型10名)。

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）

テレビ・ラジオ番組制作委託料、啓発ＣＭ作成費、啓発演劇の上演委託料、
啓発資料作成費等

・５月に消費者月間キャンペーンとして、消費者、事業者、行政が一
体となって「消費者のつどい」をはじめ、消費者問題に関する啓発・
教育等の各種事業を集中的に行い、啓発を図ることができた。
・子供から高齢者まで誰もが楽しみながら悪質商法への対応や消費
者ﾄﾗﾌﾞﾙで困った時の相談先などを身に付けることができるよう消費
者被害防止啓発演劇を小学校や県ｲﾍﾞﾝﾄ等で上演して、14,229名
が鑑賞し、消費者教育・啓発を図ることができた。
・県民の日及び他部局事業に協賛して、啓発グッズ及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを
配布し、消費者啓発を図ることができた。
・消費者啓発ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽの運行（２台）及び路線ﾊﾞｽ消費者啓発ｽﾃｯ
ｶｰの掲示(198枚)を行い、消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝ等について周知を図ること
ができた。
・ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ・新聞等各種マスメディアを活用して、消費者啓発を行
い、県民の消費者意識の向上を図ることができた。
・各種消費者啓発資料等を作成し、消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝ等について周知
を図ることができた。
・消費者団体に寸劇・紙芝居などによる出前講座の実施を委託し、
一般市民への消費者啓発を図ることができた。

⑦消費生活相談窓口高度化事業 講師謝金（交通費込み）

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費等

県の行政職員と消費生活相談員で構成する相談員会議に
おいて７回、県・市町の相談窓口担当者及び消費生活相談
員が構成するﾌﾞﾛｯｸ会議(3ﾌﾞﾛｯｸ）において１回ずつ、弁護
士・司法書士等の専門家をｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとしてｹｰｽｽﾀﾃﾞｨを行
い、高度化する相談への対応力を強化することができた。

　食品表示に係る講習会を実施（約240名参加）するとともに、来場
者へ「食品表示ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」を配布し、食品表示の理解を図ってもらう
ことができた。

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

般市民 の消費者啓発を図ることができた。



　商品テストの一環として、放射性物質簡易検査機器を国民
生活センターから貸与を受け、平成23年12月から検査を実施
(実績：67検体)し、消費者の安全・安心に寄与することができ
た。

報酬、費用弁償（通勤手当）、社会保険料（事業主負担分）⑫一元的相談窓口緊急整備事業

放射性物質簡易検査に係る消耗品費・備品購入費（環境放射線モニター）

・事業者指導専門員（１名）を配置し、事業者指導を強化し
た。
・消費者ホットライン活性化のため、日額の消費生活相談員
（３名）を雇用し、消費者からの苦情相談に対応することがで
きた。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

・若者から消費者啓発ＣＭのアイディアを募集し、若者自らが
消費者問題について考える機会を提供するとともに、最優秀
賞作品を映像化して、映画館(シネアド)、テレビ、街頭オーロ
ラビジョンで上映することにより、多くの消費者に、消費者問
題に関心を持ってもらうことができた。

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

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） 費用弁償（出張旅費）
　事業者指導専門員に立入調査、消費者聴取等を行ってもら
うことにより、事業者指導の強化を図ることができた。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
「若者アイディア募集」消費者啓発映像制作上映事業（委託料、広告料）、
消費者啓発活動家育成事業（くらし 安心サポ タ ）に係る経費

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）

実地研修受入希望人数

参加希望者数 1 人

年間研修総日数 1 人日

研修参加・受入

年間研修総日数 1

35

実績

参加者数 1

人日

人

10 実地研修受入人数 10 人

年間研修総日数人日年間研修総日数 35

人

実施形態

人日
自治体参加型

法人募集型

題に関心を持ってもらうことができた。
・消費生活ﾘｰﾀﾞｰ養成講座を修了した者等を「くらしの安心サ
ポーター」に認定するとともに、既にサポーターになっている
人も含めた研修会を２回開催し、サポーターとしての意識の
醸成を図ることができた。

事業計画

研修参加・受入要望

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費者啓発活動家育成事業（くらしの安心サポーター）に係る経費



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

壬生町、那須町

足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原
市、さくら市、那須烏山市

益子町

日光市、大田原市、那須町

栃木市

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原
市、さくら市、那須烏山市、下野市、那須町、那珂川町

7,816 7,816

2,956

-

7,732

-

-

2,926

-

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

3,143

1,922

-

41

2,271

-

100

40

2,276

100

1,530

41

2,271

100

40

2,276

2,852

-

7,636

-

100

1,4351,628

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）

栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、さくら市、那
須烏山市、下野市、那須町

足利市

宇都宮市

日光市、那須町

小山市、高根沢町

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原
市、さくら市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、岩舟町、塩谷町、高
根沢町、那珂川町

- -

100

-

60,696 48,109

-

-

16,065

-

941

-

- -

-

-

47,249

-

-

26,759 15,747

58,806

-

136

941

-

92 92 92

16,05016,086

27,464

100

-

16,665

-

92

15,898

--

100100

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

941

137

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）

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

137 136

-

941

60,696 48,109 47,24958,806合計



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

・平成23年7月にセンターを設置したことにより、消費者の利益の擁護を図り、町民の消費生活の安定及び向上を図ることができた。

・消費生活センターの看板を補修するとともに、消費者法関連図書等を購入することにより、センター機能の強化を図ることができた。
・消費生活センター相談用什器の購入により、センターの備品が整備された。また、チラシを市内に全戸配布し、センターの周知を図ること
ができた。さらに、参考図書の購入により、知識の向上を図ることができた。
・必要な参考図書等が購入でき、センターの機能強化を図ることができた。センターのチラシを作成し、センターの周知を図ることができた。
・センターに必要な収納庫や椅子などを整備することで、相談機能の強化を図ることができた。
・センターに必要な備品を整備することにより、相談業務の改善が図られた。
・関連図書の購入により、最新の知識を得ることができた。また、消費生活センターだよりをレベルアップすることにより、センター周知の強化
を図ることができた。
・センター周知用の啓発物品を窓口やイベント時に配布したことにより、相談者の増加につながった。また、センター入口に障害者用スロー
プを設置し、相談者の利便性を図ることができた。
・新たな実務参考資料を購入したことで、相談機能の強化を図ることができた。
・市主催のイベント等で啓発用物品を配布し、センターの周知を図ることができた。
・執務参考図書を購入し、相談業務の強化を図ることができた。
・チラシ配布や啓発等により、徐々にセンター周知が図られたことにより、相談件数も増加し、充実したセンター運営ができた。

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）

事業・機能強化の成果の概要事業名

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 ・弁護士を招き、相談事例や相談処理に関する実務研修会を開催し、相談窓口の高度化を図ることができた。

・イベント等で消費者啓発用品を配布しながら、住民への注意喚起を行ったことにより、相談件数が増加した。

・県が６月～８月に開催した相談員養成事業（座学研修）に相談員を２名派遣したことで、相談員の専門的な知識が豊富になり、相談員の
相談対応能力が強化された。
・新規採用相談員を相談員養成事業に参加させたことにより、相談員が専門的な知識を身に付けることができ、相談業務が強化された。
・相談員養成講座に参加したことにより、相談員に知識が身に付き、複雑・多様化する消費生活相談に対応する体制づくりができた。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） ・消費者問題専門家を講師とする消費生活相談員研修会を開催したことにより、相談員の資質向上が図られた。

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）

・関係法令研修等へ参加することにより、相談員のレベルアップを図ることができた。
・国民生活センター主催の研修に参加することにより、相談員のスキルアップが図られた。
・相談員が研修に参加できレベルアップを図ることができた。
・研修を受講することにより、多種多様化する相談に対応することができた。
・消費生活相談員レベルアップ研修へ１名派遣し、より専門的な知識が豊富になり、相談対応能力が強化された。
・消費生活相談員研修に参加し、相談員の資質の向上を図ることができた。
・行政職員が国民生活センターの研修に参加し、法令知識等を高めることができた。
・年複数回の研修参加が可能になり、各相談員のレベルアップを図ることができた。
・具体的な事例や法令関係を受講し、適切な助言や要点を的確に捉えられるようになり、より柔軟な対応ができるようになった。
・相談業務の研修に参加したことにより、相談員のレベルアップを図ることができた。
・相談員が多数研修に参加することができ、相談員の資質向上を図ることができた。
・相談員の積極的な研修参加により、相談業務対応がより迅速に、かつ、より的確な相談対応ができるようになった。
・研修に参加することにより、相談員の知識の向上を図ることができた。
・担当行政職員の知識の習得につながり、相談対応の充実に役立った。

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 弁護 を招き、相談事例や相談処理に関する実務研修会を開催し、相談窓口 高度化を図る とができた。



⑬消費者教育・啓発活性化事業

・消費者啓発用のパネル・のぼり旗・ティッシュ等を購入し、消費者への教育・啓発を図ることができた。
・消費者団体と連携して、啓発講座を開催するとともに、啓発用冊子やリーフレットを作成して各地区に配布し、消費者への啓発を図ること
ができた。
・高齢者向け啓発資料や中学生向け啓発用資料を作成して消費生活講座などで配布し、啓発の充実を図ることができた。
・啓発パンフレットや啓発用備品を購入するとともに、消費者啓発ボランティアが高齢者を対象に寸劇等を実施し、啓発活動を充実できた。
・啓発物品の購入と消費者団体による被害防止啓発活動を行うことで、消費者トラブルの未然防止と消費者の意識向上と自立が図られた。
・パンフレットを作成し、出前講座やイベント等で配布したり、劇団らくりん座による啓発演劇を上演し、消費者教育・啓発を図ることができ
た。
・啓発物品を購入し、推進協力員が活用することにより、啓発活動が活発になった。また、啓発の際のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの活用の幅が広くなり、住民
のニーズにあった資料を提供することができるようになった。
・弁護士を招聘し、消費者問題の相談会等を開催し、複雑な事例などの解消や消費者トラブルの未然防止等につながった。
・啓発物品を作成し、消費者月間の啓発事業時に配布するとともに、広報と一緒にチラシ、シールを配布し、消費者啓発を図ることができ
た。
・暮らしに役立つセミナーを開催し、消費者の消費生活の向上を図った。啓発用冊子を購入して市民への啓発を図った。啓発用シールを
各戸配布し、消費者被害の未然防止を図ることができた。
・啓発用チラシ・パンフレットを作成して、市のイベント等で配布し、消費者への啓発を図ることができた。
・消費者まつりを開催して、講演を実施したり啓発物品を配布することにより、消費者の意識の向上と知識の向上を図ることができた。
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞで他のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄと啓発用を分けることにより 消費者に情報をわかりやすく提供できるようになった また 啓発記事を掲載し

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

・試買テストの結果を市民に広報することにより、食品表示と食品の安全性について、消費者への啓発を図ることができた。
・放射性物質検査用の消耗品を購入することにより、食の安全性を確認したい消費者からの検査依頼に対応することができた。

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

・ﾊ ﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄ で他のﾊ ﾝﾌﾚｯﾄと啓発用を分けることにより、消費者に情報をわかりやすく提供できるようになった。また、啓発記事を掲載し
た広報誌バインダーを各世帯に配布することにより、住民にわかりやすい啓発を行うことができた。
・啓発用資料を作成・配布したり、啓発用パネルを作成・展示したことで、消費者への注意喚起を呼びかけることができた。
・消費者被害防止啓発物品を購入し、町内に全戸配布することにより、町内の消費者の知識と意識の向上が図られた。
・町内の各世帯に「くらしの豆知識」を配布することにより、消費生活に関わる最新の情報を啓発することができた。
・自治会回覧板にて悪質商法、クーリング・オフ等について、啓発を行うことができた。また、センターを平成24年4月に開設することの周知
を図ることができた。
・消費者被害の未然防止の内容を盛り込んだ自治会回覧板を作成し、消費者への啓発を図ることができた。
・町主催のイベントの中で「劇団らくりん座による啓発劇」を上演し、幅広い年齢層に周知することができた。また、啓発物品をイベントや事
業所に配布して、啓発を強化するとともに、広報誌での周知を図り、住民の意識の向上を図ることができた。
・消費生活の被害事例に関したリーフレット等を作成し、町内の各世帯への配布及び窓口設置により、町民への注意喚起を図る事ができ
た。
・小学校、中学校の授業においてリーフレットを用いた授業を実施し、消費者問題の教育を行うことができた。また、高齢者に対しては、高
齢者用リーフレットを購入し、介護事業者や町社会福祉協議会職員の訪問時等に説明し、見守り活動に役立ててもらうことができた。
・劇団らくりん座による消費者啓発演劇を上演するとともに、啓発用パンフレット・冊子等を配布し、住民意識の高揚と消費者トラブルの予防
を図ることができた。

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



・消費生活相談員を増員するとともに報酬額を引き上げ、相談体制の強化と処遇の改善を図ることができた。
・相談員を増員し、苦情相談や啓発活動に対応でき、PIO-NET入力も迅速にできるようになった。
・相談員を１名増員したことにより、増加する相談に迅速に対応できた。
・相談員を１名増員するとともに、報酬を月額180,000円に引き上げたことで、相談受付時間を拡大し、相談体制を強化できた。
・消費者ホットライン設置等に係る相談の事務量増大に対し、相談員の勤務日数の増と行政職員の時間外勤務により、適切に対応できた。
・相談員を臨時雇用で１名増員し、土曜日の相談体制の強化につながった。
・相談員の勤務日数を増やすことにより、相談内容の複雑化による業務時間の増加に対応することができた。
・相談員の報酬の引き上げをし、相談員には積極的にあっせん交渉をするよう指示し、あっせんの強化を図ることができた。
・相談員を１名増員し、相談窓口の充実・強化を図ることができた。
・有資格者の相談員を配置することにより、相談窓口の充実・強化を図ることができた。
・センターの開所時間を延長したことにより、相談業務の強化を図ることができた。
・消費生活センターを新設するにあたり、新たに相談員(2名)を配置することができた。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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） ・立入調査時に必要なパソコン等を整備することができ、事業者指導の強化につながった。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

・相談員では対応しきれない専門的な知見を弁護士に電話などで助言や指導を仰ぐことで、よりスムーズに相談対応ができるようになった。
・国民生活センターから、放射性物質簡易検査機器の貸与を受け、消費者からの依頼に基づき検査を実施することにより、消費者の安全・
安心を確保することができた。

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

千円

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

116,380

69,131

0積増し相当分 千円

47,249

交付金相当分

うち都道府県



11．消費者行政決算

11－2．消費者行政決算②

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 千円

平成22年度

千円45,850

千円

千円

千円

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

千円

千円

千円 116,380

千円

-

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成23年度

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

133,176

268,514 249,556

130,408

138,106

-千円

①都道府県の消費者行政決算

前年度差

千円

106,265 108,124

31,841

152,115

84,558 69,131

-

116,399 94,183

155,373

-6,789

3,258

-22,216

千円

-

千円

-

0.30

-

47,249

千円

千円

千円

25,052

-

-

-18,958

-

-

1,859

-4,930

-

0.47

千円

-

チェック項目

-

0.73

-

-250 368

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

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

-

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

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）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-250 368千円

消費者行政決算②

人

千円

千円うち管内市町村

人

うち管内市町村 60,202

人

人

人

千円

うち都道府県 129,302

人

168,326

15

千円

千円

千円

164,452

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費 297,628

うち都道府県 104,250

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）

％

％

％

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 28

35

うち管内市町村 22

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点） 24

うち管内市町村 7

うち都道府県 15

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 22

うち管内市町村 9



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

千円

千円

388,900

545

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

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）

-

消費生活相談員の配置

平成22年度末 相談員総数

相談員総数人

平成22年度末の基金残高（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（積増し相当分）

人

200,602

116,380

84,767

-

12

-

人 23年度末実績 相談員総数

11

-

23年度末実績

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）

○ ・相談業務に必要となる執務参考図書を、相談員の要望に応じて整備した。

・相談員の要望を踏まえた研修を実施するとともに、研修回数及び内容を充実させ
た。

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

・弁護士・司法書士等の専門家をｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとしてｹｰｽｽﾀﾃﾞｨを行い、高度化する
相談への対応力を強化した。
・相談員を全員、国民生活センター主催の希望する研修に参加させた。

④その他 ○

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員総数

人

人 23年度末実績 相談員総数 人

23年度末実績 相談員総数 11 人

人1人 23年度末実績 相談員総数平成22年度末 相談員総数 1

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員

平成22年度末 相談員総数 10



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）

③就労環境の向上 ○

②研修参加支援 ○

・センターの移設を行った際に、センターの面積を拡大（40㎡→130㎡）し、就労環境の向上を図った。
・センターの備品整備により、相談業務の効率化及び就労環境の向上を図った。

・日額4,500円から月額180,000円に、報酬額を改定し、相談員の報酬を向上させた。
・条例を改正して、相談員の報酬額を向上させた。

・国民生活センター、県消費生活センター等主催の研修への相談員の参加に係る旅費・負担金を支援し、相談員の研修の機会を増やし、相談員のレベル
アップを図った。
・弁護士による相談事例や処理方法等の実務研修を実施し、相談員の知識の向上を図った。

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 63平成22年度末 相談員総数 65

人 23年度末実績 相談員総数 1うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員総数 1 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員総数 63 人 23年度末実績 相談員総数 62 人

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等の相談員 平成22年度末 相談員総数 1

④その他 ○ ・消費者法関連図書等を整備し、処遇の改善を図った。


