
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

（単位 千円）

（１）消費生活センター機能強化事業

事業名

（２）消費生活相談スタートアップ事業

9 219 8 934 18 153（３）消費生活相談員養成事業

都道府県 市町村 合計

2,556 179,160

6,172 6,172

181,716

（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

1,285

（５）消費生活相談窓口高度化事業

9,219 8,934 18,153

4,0852,800

（３）消費生活相談員養成事業

0 0

1,110 9,219 10,329

（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 81,805 100,223 182,028

8,253 2,180 10,433

104

（９）商品テスト強化事業 26,804 25,647 52,451

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 104

5,509

410,937 544,161

3,317

73,181 73,181（11）一元化相談窓口緊急整備事業

133,224

104（10）地方苦情処理委員会活性化事業 104

合計

2,192（12）消費者行政活性化オリジナル事業

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

都道府県決算

消費者行政決算総額 544,161

100%

都道府県決算

544,161

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

133,224

410,937

100%取崩し割合



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

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

1516 人日1600 人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

31 人32 人

③参加自治体 ③参加自治体

（区）港、新宿、文京、台東、目黒、杉並、北、板
橋、（市）八王子、武蔵野、府中、昭島、調布、
小平、日野、東村山、国分寺、西東京、狛江、
清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、あきる野

自治体参加型
（区）港、新宿、文京、台東、目黒、杉並、北、
板橋、（市）八王子、武蔵野、府中、昭島、調
布、小平、日野、東村山、国分寺、西東京、狛
江、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、あきる
野

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

人

人日

人

人日

法人募集型

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人 人時間／年

追加的総業務量（総時間） 事業実施自治体

県

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人

人

人

（区）千代田、中央、新宿、台東、墨田、世田谷、中野、北、荒川、練馬、（市）八王子、青梅、小平、日野、
国分寺、狛江、東大和、東久留米、稲城、あきる野

事業実施自治体

人時間／年

人時間／年25,266

対象人員数
（報酬引上げ）

65

県

管内市町村

県 人

人 （区）中央、台東、墨田、北、荒川、（市）青梅、府中、日野、狛江、武蔵村山

対象人員数計 追加的総費用

40管内市町村

県

人 千円

人 千円管内市町村 87 73302

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）

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

事業計画

事業（実績）の概要
事業経費

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業名

2,556 2,556

9,219 9,219

0 0

9,2199,219

0

①都内の消費生活センターが情報を共有して迅速・的確な相談処理等に活用している消費生活相
談支援サイトの充実 ②展示コーナー映像システムの改良

消費生活相談アカデミーの実施

0

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

2,585 2,585

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）

1,285 1,285 1,2851,285
相談員が高度･専門的相談に適切に対応できるよう、消費者問題に関連する専門分野の講座受講
料を助成

時期に応じたテ （美容 不動産）に いて弁護士など専門家をアドバイザ として活用した特別

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,110 1,1101,200⑦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

1,200

ポータルサイトで健康食品適正利用に関するスポットＣＭの動画放映を実施8,253 8,253 8,2538,253

①ホームページ「東京くらしWEB」のリニューアル
②都内の生協の広報誌に消費生活関連情報を掲載し、宅配先に配布（東京都生活協同組合連合
会との協働による普及啓発）

時期に応じたテーマ（美容、不動産）について弁護士など専門家をアドバイザーとして活用した特別
相談を区市町村と共同して実施

31,505 81,805 81,80531,505⑨消費者教育・啓発活性化事業

会との協働による普及啓発）
③都内の大学生を対象としたシンポジウム開催（東京都生活協同組合連合会との協働による普及啓
発）
④小中学生向け金融教育教材及び高校生向け消費者教育リーフレットの作成、配布
⑤東京都消費者月間事業について、シンポジウム、イベント等の既存事業に加え、新たに講演会、
学習会等の実施による消費者月間事業の拡充
⑥映画館における若者向け消費者被害防止啓発CMの上映
⑦交通広告による特別相談「多重債務110番」の周知

26,686 26,804 26,80426,686

⑦交通広告による特別相談「多重債務110番」の周知

①牛肉検査用放射線測定器の購入3台　②センターにスクリーニング用放射線測定器1台を設置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

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）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業者向けコンプライアンス講習会（景表法及び特商法）を実施2,193 2,193 2,192 2,192

00 0 0

合計 82,926 133,22482,926 133,224



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

①支援サイトの検索機能等を強化することにより、都内の消費生活セ
ンターにおいて、より迅速・的確な相談処理を行うことができるように
な た

対象経費（実績）

①消費生活相談支援サイトの改修委託

事業強化・機能強化の成果

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

②消費生活センタ 機能強化事業（拡充） なった。
②展示コーナーにおいて閲覧できる映像資料コンテンツを増強し、操
作性を向上させることにより、利用者の利便性が向上した。

区市町村の相談員がスキルアップしたことにより、都内消費者セン
ターの相談のレベル向上に役立った。

①消費生活相談支援サイトの改修委託
②映像システムの改修委託

研修の企画運営委託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 ﾞ ｱ ﾟ事業

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）

特別相談にアドバイザーとして参加した専門家への謝礼
トラブルが増加しているテーマについて、専門家を配置して集中的に
相談を受けることで、被害の掘り起こしや被害防止の啓発につなげる
ことができた。

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

専門講座受講経費補助
高度･専門的な相談業務を担う、東京都の相談員の資質向上に役
立った。

確実に消費者に届く方法、特定の対象向けといった通常より一歩踏
み込んだ普及啓発を行うことで 被害防止の効果が大きくなった

健康食品の適正利用に関するインターネット上のスポットCM動画放映委託料
健康食品の適正利用を啓発することにより、被害防止を図ることがで
きた。

①ホームページリニューアルのデザイン委託料
②生協との協働事業にかかる印刷費、配送費
③都内大学生を対象としたシンポジウムにかかる講師謝礼、会場設営費、印刷費
④小、中、高校生向け教材等の印刷費、配送費
⑤東京都消費者 間事業 委 料 講師謝礼 会場使用料等

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

み込んだ普及啓発を行うことで、被害防止の効果が大きくなった。

⑩商品テスト強化事業

①都立芝浦と場でと畜した牛の全頭検査の体制整備に寄与し、都民
の食の安全・安心が向上した。
②都内において放射線測定が必要な事案が起こったときに機動的に
対応できる体制が整った

⑤東京都消費者月間事業にかかる委託料、講師謝礼、会場使用料等
⑥映画館における若者向けCM上映料、制作委託料
⑦多重債務１１０番の交通広告にかかるデザイン委託料、印刷費、広告料

放射線測定器の購入費

⑨消費者教育 啓発活性化 業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

対応できる体制が整った。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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） 運営委託
特商法及び景表法に関連する事業者に対し、正しい知識を提供する
ことにより、法令遵守の意識向上につながった。

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

実績
実施形態

研修参加・受入要望

事業計画

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

年間研修総日数

実地研修受入希望人数

自治体参加型
1516

参加希望者数

実地研修受入人数

年間研修総日数 人日

32

年間研修総日数 1600

参加者数

年間研修総日数

人日

31

法人募集型

人

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）

事業経費
実施市町村

基金（交付
金相当分）
対象経費

基金（交付
金相当分）
対象経費計

事業経費
事業名

事業の実績事業計画

223 220 222 023

0

0

179 547

（区）千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、中
野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、足立、葛飾、江戸川、（市）八王子、立川、武蔵野、三鷹、青

対象経費
計

対象経費計

0

0

179 160

0

①消費生活センター機能強化事業（新設） 0

0

0

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）

（市）福生、東大和、武蔵村山、あきる野、（町）瑞穂、日の出、大島町

223,220 222,023 179,547
野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、足立、葛飾、江戸川、（市）八王子、立川、武蔵野、三鷹、青
梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国分寺、国立、西東京、狛江、清
瀬、東久留米、多摩、稲城、羽村

6,1727,362

179,160

000

（区）港 新宿 文京 台東 目黒 杉並 北 板橋 （市）八王子 武蔵野 府中 昭島 調布 小

6,172

0

7,362

⑥消費生活相談員養成事業

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）

（区）港、杉並、板橋、足立、（市）武蔵野、府中、町田、日野、多摩

（区）千代田、中央、港、文京、墨田、江東、品川、目黒、杉並、北、荒川、足立、葛飾、江戸川、
（市）八王子、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国分寺、国
立、西東京、狛江、東大和、清瀬、多摩、羽村、あきる野、（町）瑞穂

4,518

8,93411,919 9,304
（区）港、新宿、文京、台東、目黒、杉並、北、板橋、（市）八王子、武蔵野、府中、昭島、調布、小
平、日野、東村山、国分寺、西東京、狛江、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、あきる野

12,197

1,3001,692

3,326

1,300

1,5001,907

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）

1,692

立、西東京、狛江、東大和、清瀬、多摩、羽村、あきる野、（町）瑞穂

（区）港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、中野、足立、葛飾、江戸川、（市）立川、三鷹、府
中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、国分寺、国立、東久留米

（区）港、杉並、荒川、（市）三鷹、青梅、昭島、狛江、清瀬

0

3,784 3,781 2,180

0

2,180

0 0

9,219

0

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

9,252

0 0

10,715

0

10,748

（区）港、杉並、荒川、（市）三鷹、青梅、昭島、狛江、清瀬

（区）千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、世田谷、渋谷、中野、杉
並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川、（市）八王子、立川、武蔵野、三鷹、青
梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、日野、東村山、国分寺、国立、福生、狛江、東大和、清
瀬、武蔵村山、羽村、あきる野、（町）大島

（区）江東、目黒、渋谷、（市）立川、府中、昭島、国分寺、国立、狛江、多摩、稲城 26,08827,403 27,402

121,997

25,647

3,784 3,781 2,180

103,981

2,180

100,223130,189

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（区）千代田、中央、新宿、文京、台東、墨田、世田谷、中野、北、荒川、練馬、（市）八王子、青
梅、府中、昭島、小平、日野、国分寺、狛江、東大和、東久留米、武蔵村山、稲城、あきる野

国分寺市 104171

77,930

171

444 301

0

444

0

千代田区

119,894 73,181110,671

0

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 104

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

0

301

（区）千代田、港、目黒、練馬、葛飾、（市）八王子、青梅、昭島、国分寺、東大和

492,440

3,678

453,823

3,016

545,300 410,937

3,016⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

3,678



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

事業・機能強化の成果の概要

①消費生活センタ 機能強化事業（新設）

事業名

・本庁舎１階のセンターに案内板、カウンターやパーテーションを設置し、来庁者が相談しやすい環境を整えた。相談専用電話番号等を記載した周知用
グッズを作成し、広く区民へ配布することでセンターの周知ができた。（中央区）
・区内循環バスでの広告放送、訪問販売お断りシールの作成配布によりセンターの周知ができた。（港区）
センタ 分館の改修移転により 消費者団体の活動拠点としての利用環境が向上した （新宿区）

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）

・センター分館の改修移転により、消費者団体の活動拠点としての利用環境が向上した。（新宿区）
・啓発展示室を区役所第二庁舎に移転したことで、来庁者にもセンターの相談窓口等を周知することができた。（品川区）
・ローカウンターを２台設置し、車椅子使用者や高齢者への対応がスムースになり、サービスが向上した。（大田区）
・区内循環バスへの車体広告、ＪＲ駅構内への広告掲出によりセンターの周知ができた。（杉並区）
・相談室の受付、面談室や執務スペースを分離させることで相談者のプライバシー確保につながった。さらに、相談体制に関する執務環境を整備することが
できた。（北区）
・区内主要７駅でのＰＲポケット型時刻表の配布、センター広報紙の全戸配布により相談窓口の周知ができた。（足立区）
情報検索用のパソ ン配置により施設の利用率向上に なが た （葛飾区）・情報検索用のパソコン配置により施設の利用率向上につながった。（葛飾区）

・センター案内板の設置や入口扉を木製から透明ガラスに改修することで、来所しやすい環境となった。バス車内放送や車内広告、PRマグネットシール全戸
配布によりセンターの周知ができ、相談件数の増加にもつながった。（江戸川区）
・電子掲示板を購入し、映像で分かりやすくセンターを案内することができた。また、センターが市民にとってより身近な存在となるよう、図書の充実やパネル
展示を行い、利用しやすい環境を整備した。（八王子市）
・学習室の改修、可動式有孔パネルや折りたたみ机等備品の購入により、消費者活動の環境が向上した。（立川市）
・センター周知チラシの全戸配布により、市民の消費者問題への関心が高まり、問い合わせや利用が増加した。（武蔵野市）
相談室入 看板 パ テ や相談業務に必要な図書等を購入し 相談室 機能が強化された （府中市）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

・相談室入口看板、ローパーテーションや相談業務に必要な図書等を購入し、相談室の機能が強化された。（府中市）
・多人数での相談や事業者交渉もできる個室の相談室を設けることにより、迅速な相談対応が可能となった。（調布市）
・電話機、待合用長椅子やキャビネット等の購入、カウンターの改修により機能的で効率の良い相談室となった。（小平市）
・市内主要３駅にセンターの掲示板を設置し、消費者啓発や相談窓口を周知することができた。（東村山市）
・相談室を移設し、よりプライバシーに配慮した相談環境を整備した。（国立市）
・センター案内板の作成、調理室を改修することにより施設の利用環境が向上した。（西東京市）
・センター案内板や消費者啓発用看板の設置により、効果的なＰＲができた。（多摩市）　等案 板 消費者啓 看板 設置 、効果的 。（多 市） 等

・プロジェクター、スクリーンやワイヤレスマイク・アンプを購入、出前講座等で利用し、場所を選ばず、より質の高い事業を展開することができた。（福生市）
・ＰＲチラシの市報折込み、バス車内放送、庁舎内の案内板設置により、幅広い層の市民へ相談窓口を周知することができた。（東大和市）
・相談室案内看板の設置、相談スペースの拡張やパーティションの仕切りにより広く落ち着いた相談しやすい環境を整備できた。（武蔵村山市）
・プロジェクター備品の購入、相談業務に必要な図書を購入し、相談室の環境を整備することで業務を円滑に進めることができた。（あきる野市）
パンフレ トの作成全戸配布により消費者啓発や相談窓口の周知ができた 相談窓口の認知度が向上し 相談件数も増加した （瑞穂町）

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）

・パンフレットの作成全戸配布により消費者啓発や相談窓口の周知ができた。相談窓口の認知度が向上し、相談件数も増加した。（瑞穂町）
・消費者啓発用パンフレットスタンドを購入、より多くのパンフレットを見やすく配置できるようになり、利用しやすい環境を整備した。（日の出町）　等

・相談員２名が東京消費生活相談アカデミーに参加し、個人のスキルアップとともに、センター相談員会議で報告を行い情報を共有することで、他の相談員
の啓発にも活用できた。（板橋区）
・様々な分野の課題に取り組んだことで、知識を広げることができた。また、専門家の意見を得たことで、相談員のスキルアップが図られ、より複雑化する相談
にも対応できるようになった。（府中市）
・集中的に高度なカリキュラムを受けることができたため 相談員の資質向上につながった （日野市）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
・集中的に高度なカリキュラムを受けることができたため、相談員の資質向上につながった。（日野市）
・相談員２名が東京消費生活相談アカデミーに参加し、継続的な講義、課題レポート作成等により実践的な知識を深めることができた。（国分寺市）
・東京消費生活相談アカデミーに参加し、より高度で専門的な相談に対応できる能力を修得することができた。（東久留米市）　等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

・複雑な案件に対して法律家の視点や意見、法律による後押しを受けて、自信を持って斡旋交渉にあたることができた。また、定期的な開催により弁護士と
の連携強化につながっている。（港区）
・法律の専門家（弁護士等）による助言や研修を開催し、相談員の交渉力向上につながった。（板橋区）
・毎月定期的に弁護士等による実務研修会を開催し、専門家からの助言を受けられたことにより相談員の不安が解消され、業務を円滑に進めることができ・毎月定期的に弁護士等による実務研修会を開催し、専門家からの助言を受けられたことにより相談員の不安が解消され、業務を円滑に進めることができ
た。（武蔵野市）
・弁護士による身近な話題または事例に関する研修会を開催し、高度な知識を習得することができた。（日野市）　等



・研修に参加することで法的センスが磨かれ、消費生活に関する幅広い分野の情報も得られたため、相談業務のレベルアップにつながった。（港区）
・研修への参加で消費者行政に関する知識や相談技術が向上し、相談業務の充実が図れた。（墨田区）
・様々な研修に参加し、より広い分野の専門知識を得ることができ、相談業務に活かすことができた。（足立区）
・専門性を高めるための研修に参加することができたため、画一的でない幅広い相談能力を持つ相談員の育成ができた。（日野市）
・研修への参加で、相談を受ける際の専門知識を習得し、相談対応能力の向上を図ることができた。（羽村市）　等

・弁護士等の専門家からのアドバイスにより、高度複雑な相談に的確に対応することができた。（文京区）
緊急を要するケ など電話 弁護士から ドバイ を受ける とが きるため 時間を大幅に短縮 早期解決を図る とが きた （品川区）

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）

・緊急を要するケースなど電話で弁護士からアドバイスを受けることができるため、時間を大幅に短縮して早期解決を図ることができた。（品川区）
・消費者問題に精通している弁護士からのアドバイスにより、法律的な相談内容に対して即時相談者に回答できるようになった。（昭島市）
・解決困難な相談案件について、随時ＦＡＸや電話で弁護士から助言指導を受けられる体制を整備することで相談への対応力が強化し、迅速な解決が図ら
れた。（小金井市）
・弁護士から直接アドバイスを受けることで、高度で専門的な相談に対応することが可能になり、よりスピーディーで円滑な相談業務ができた。（東久留米市）
等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新 ）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

・ＪＡＳ法や食品衛生法など食の安全に係る内容のパネルを作成、様々なイベントで掲示し、多くの区民に啓発できた。（港区）
・食の流通経路等の見学会を実施し、参加者に対する食の安全分野に係る基礎的な知識向上が図られた。（杉並区）
・放射能と食の安全や、農薬を使わない野菜を使う料理などのテーマで講座を開催し、直接市民に語りかけることで、食に対する安全意識が高まった。（清
瀬市） 等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

・拡大消費生活展を開催、３１団体の参加による展示や研究発表などを行い、多くの来場があった。普段あまり消費生活に関心がない層も含め、多くの区民
に情報提供・普及啓発できた。（新宿区）
・「消費者特集号保存版」を作成、新聞折込みにより区民へ全戸配布し、悪質商法防止策やセンターの周知を図ることができた。（墨田区）
・講演会の開催により多くの区民の消費者啓発につながった。センター広報紙の作成全戸配布、バス広告掲出や啓発グッズの作成配布により区民の消費
者問題意識が高まった。（江東区）
・チャレンジ・ザ消費者力アップ講座を開催したことで個人の消費者力が向上したとともに、地域での見守りの目を増やせ被害の早期発見、救済へつながっ

瀬市）　等

・チャレンジ・ザ消費者力アップ講座を開催したことで個人の消費者力が向上したとともに、地域での見守りの目を増やせ被害の早期発見、救済へつながっ
た。啓発担当相談員新設による出張講座の実施により、被害防止やセンター周知ができた。（目黒区）
・くらしフェスタの開催によりセンターの認知度を上げることができた。（世田谷区）
・消費者団体に地域密着型の普及啓発事業を委託し、生活者の視点で悪質商法等に対する注意喚起を行うことができた。被害防止の輪が拡がり関係団体
との連携やネットワークができた。（渋谷区）
・高齢者向け悪質商法対策カレンダーや若者向け被害防止啓発グッズなどの配布により、悪質商法に対する注意喚起が行われるとともに、センターの認知
度を上げることができた。（中野区）
・消費生活展や出張講座において啓発グッズ・冊子を配布することにより区民への啓発活動が充実し センターの認知度も上げることができた （豊島区）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

・消費生活展や出張講座において啓発グッズ・冊子を配布することにより区民への啓発活動が充実し、センターの認知度も上げることができた。（豊島区）
・様々なテーマで消費者講座を開催するとともに、多くの区民を対象に講演会を行うことで、被害防止の啓発ができた。（荒川区）
・オリジナルの脚本による演劇を活用し、悪質商法の手口や成年後見制度について効果的な啓発ができた。対象に応じた多様な啓発資料を作成配布する
ことで、より多くの人に周知できた。（練馬区）
・悪質商法被害防止キャンペーンをはじめ講座やイベント等で、作成した啓発グッズをフル活用し、センターＰＲや被害の未然防止に役立てることができた。
（八王子市）
・消費者セミナーの拡充により多くの市民に暮らしに役立つ講座を提供できた。消費者被害防止のための啓発グッズ、啓発パネルを作成し、消費生活展等
で活用することにより多数の幅広い年齢層への啓発を行うことができた （三鷹市）で活用することにより多数の幅広い年齢層への啓発を行うことができた。（三鷹市）
・市内全小中高生向けに消費者被害防止啓発冊子と相談室周知用クリアファイルを作成配布したことで、青少年の消費者被害防止の啓発ができた。また、
消費者啓発用の回覧板を作成、市内全自治会へ配布し、消費者被害防止及び相談室を周知できた。（昭島市）
・「悪質商法お断りシール」や若者向け啓発グッズの作成、センターだより相談特集号の発行により、市民に注意喚起することができた。（町田市）
・講演会、啓発講座や連続講座を開催し、市民への啓発を図るとともに、消費者問題の意識向上を図った。また、啓発用パンフレット、センターＰＲ用クリア
ファ
イル等を作成し、市民への啓発活動を行い、事業の充実を図った。（東村山市）
・悪質商法や架空請求への注意喚起のための啓発グッズを作成し 効果的に啓発することができた （東大和市）

・放射線測定機器を購入、自区での検査体制が整備され緊急時等迅速で効率的に対応できるようになった。体制整備について区民からも高評価を得てい
る。（江東区）
・給食食材の放射線量を測定し、区民の食に対する安心を確保することができた。（目黒区）
・給食食材の放射能測定を実施し、結果を公表することで食材への不安解消に寄与した。（渋谷区）
・保育園及び小中学校給食の食品検査を実施したことにより、市民の食の安心安全が確保できた。（立川市）
・放射能濃度測定機器を購入し 給食食材等の検査実施に向けた検査室を整備することができた （国分寺市）

・悪質商法や架空請求への注意喚起のための啓発グッズを作成し、効果的に啓発することができた。（東大和市）
・誰もが目にし使用するカレンダーなど啓発グッズを作成したことで 悪質商法の知識を高めることができた （大島町） 等

⑭商品テスト強化事業

・放射能濃度測定機器を購入し、給食食材等の検査実施に向けた検査室を整備することができた。（国分寺市）
・保育園及び小中学校の給食食材の放射性物質検査を実施し、結果を公表することで食の安全に寄与した。（狛江市）
・放射線の影響を受けやすい児童生徒が食する給食用食材の放射能測定検査を実施したことにより、市民の食の安心安全が確保できた。（稲城市）　等



・相談員を増員したことで、消費者からの相談増加にも柔軟に対応でき、相談員の負担軽減と啓発事業の推進強化につながった。（千代田区）
・相談員を増員して相談業務の増加に対応できた。また、出張相談、訪問相談や出前講座等の実施体制もとれた。（中央区）
・相談員を増員したことで、電話がつながりやすく来所での待ち時間も短縮され、区民の利便性を向上させることができた。（台東区）

・被害又は苦情の申出や市民の消費生活に著しく影響を及ぼす場合に公正かつ速やかな解決を図ることを目的に被害救済委員会を設置した。現在、市消
費生活条例に基づく不適正な取引行為について審議を進めている。（国分寺市）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

相談員を増員したことで、電話がつながりやすく来所での待ち時間も短縮され、区民の利便性を向上させることができた。（台東区）
・相談員の増員及び勤務時間の延長により、相談者により一層緻密な対応ができ、斡旋対応の充実など相談体制を強化することができた。（墨田区）
・相談件数が増加したが、相談員の勤務時間及び勤務日数を増やし、相談体制を強化したことで相談業務が円滑にできた。（中野区）
・相談窓口体制を４名にしたことにより相談者の待ち時間を短縮できるなど相談体制が強化された。（北区）
・相談員を増員したことにより相談体制が強化されるとともに、相談員の研修等への参加機会が増え資質向上につながった。（荒川区）
・相談員の増員により、増加傾向が続く相談に柔軟に対応することができた。（練馬区）
・相談員を増員して土曜日の来所相談を実施、きめ細やかな相談対応ができた。窓口対応の増加にも柔軟に対応でき、相談員の負担軽減と啓発事業との
連携強化にもつながった。（八王子市）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

連携強化にもつながった。（八王子市）
・相談員の勤務時間及び勤務日数を増やし、月２回の相談時間延長など相談体制を強化した。（青梅市）
・相談員の報酬を増額し、複雑化・高度化する相談に対応する相談員の待遇改善を図り、より充実した相談業務へとつなぐことができた。（府中市）
・相談員が毎日２名体制になり、相談の待ち時間を短縮できるなど相談体制が強化された。（小平市）
・相談員を増員したことで、近年の相談内容の高度化・複雑化、相談件数の増加にも迅速に対応することができ、それに関わるＰＩＯ－ＮＥＴへの早期入力の
ための時間も確保することができた。（東久留米市）
・相談員を増員し、週５日及び月２回土曜日の休日相談を実施し、利便性の向上を図ることができた。（稲城市）　等

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）

・消費生活分野の関係者による会議体を設け、基本となる方向性を検討することで、地域特性を踏まえた消費政策を推進できる効果があった。（千代田区）

・弁護士による債務整理相談等の窓口を設置することで、いざという時の安心の確保と専門性を担保することができた。（千代田区）
・通信講座を実施、受講生の中には身近な人へのセンターＰＲや情報提供に積極的な姿勢が見られたほか、サポーターとして参画したいなど、今後地域で

10 今年度の基金取崩し実績額

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

通信講座を実施、受講生の中には身近な人 のセンタ ＰＲや情報提供に積極的な姿勢が見られたほか、サポ タ として参画したいなど、今後地域で
の活躍が期待される人材の掘り起こしにつながった。（練馬区）
・弁護士による消費生活法律相談を実施し、法的根拠に基づいた高度な相談対応ができた。相談者から好評を得ている。（八王子市）
・弁護士と相談員同席による専門相談（多重債務相談）を行うことで、相談業務の円滑化と相談者への利便性を図ることができた。（青梅市）
・司法書士による多重債務相談を実施し、債務に苦しんでいる市民の問題解決のきっかけ作りと不安解消に寄与した。（東大和市）　等

10．今年度の基金取崩し実績額

　 うち都道府県

千円交付金相当分

千円うち管内の市町村合計

544,161

133,224

410,937

千円

　

うち管内の市町村の基金計 0

0

0

積増し相当分

千円

千円

千円うち都道府県の基金



11．消費者行政決算

千円

平成22年度 平成23年度

千円

千円

744,664

前年度差

千円

千円

-10,850

-千円 133,224

755,514

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費 137,486 0.18

①都道府県の消費者行政決算

チェック項目

-

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

千円

千円410,937

千円

-6,588千円 千円

-

千円

-

千円 -

611,440618,028

1,484,692 千円269,365 -

0.28

-

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

1,215,327

242,705 千円-

千円

千円

千円うち基金（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

③都道府県全体の消費者行政決算総額

1,073,755

- 千円

千円

千円

千円

千円

1,970,841

544,161

-

0.24

-

2,229,356 千円

- 千円

972,622

380,191

--

101,133千円

258,515

-千円

11－2．消費者行政決算②

人

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

- 千円

千円うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 1,685,195 -

-千円

94,545千円1,590,650

- -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

人

人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 0

うち都道府県

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

人

人

人

千円

千円うち都道府県

人

人

千円うち管内市町村

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

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費 1,685,195

％

千円

千円

千円

うち管内市町村

うち管内市町村 1,073,755

うち都道府県 611,440

24⑤消費者行政予算総額に占める（交付金相当分）取崩額割合

％

％

うち都道府県

24

18

％

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

うち管内市町村 28



12．基金の管理（実績）

千円

千円

1,200,000

686,465

平成23年度の基金取崩し額（交付金相当分）

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）

千円

544,161 千円

千円3,476

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）

平成23年度の基金取崩し額（交付金相当分） 544,161

145,780

度

平成23年度の基金運用収入（交付金相当分）

千円

千円

0

平成23年度の基金運用収入（積増し相当分）

平成23年度の基金取崩し額（積増し相当分） 0

千円

千円

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（積増し相当分）

13．都道府県の消費生活相談窓口

40相談員総数消費生活相談員の配置

相談員総数

40相談員総数 23年度末実績

うち定数内の相談員

人

平成22年度末

人

人 23年度末実績

平成22年度末

人相談員総数

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）

相 総

40

相

人

平 年

うち定数外の相談員 人

年 績

うち委託等の相談員

平成22年度末

平成22年度末

相談員総数

人 23年度末実績 相談員総数

23年度末実績 相談員総数

相 総

40

相談員総数 人

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）

②研修参加支援 ○ 専門分野の講座参加支援

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上 ○ 相談支援サイトを充実し、相談情報の迅速な共有の環境を整備した。

④その他



15．管内市町村の消費生活相談窓口

238

人うち定数内の相談員 平成22年度末

23年度末実績消費生活相談員の配置 相談員総数平成22年度末 相談員総数 236 人

相談員総数

人

人23年度末実績 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）

人うち定数内の相談員 平成22年度末

相談員総数 233

5

相談員総数

相談員総数 4平成22年度末

人

人 23年度末実績

人人 23年度末実績 相談員総数

人

23年度末実績

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 232

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）

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
千代田区、武蔵野市、狛江市

報酬の引き上げ 月額の報酬体系を新設し 社会保険･費用弁償（交通費）を追加

②研修参加支援

報酬の引き上げ、月額の報酬体系を新設し、社会保険･費用弁償（交通費）を追加

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、目黒区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区、八王子市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小
平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、瑞穂町

国民生活センター、消費生活センターの研修及び都の養成事業「東京消費生活相談アカデミー」の旅費・研修参加費を支援　等

③就労環境の向上
中央区、墨田区、目黒区、北区、葛飾区、小金井市、小平区市、日野市、国分寺市、国立市、清瀬市、瑞穂町

有給休暇制度の新設、執務室の設備等の充実　等

都

④その他
小平市、国分寺市

雇用保険の適用、処理困難案件について弁護士の助言


