
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）

（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 0

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 2 268

（８）消費者教育・啓発活性化事業 37,827 11,046 48,873

0 0

8 502 10 770

0

1,813 4,684

1,091 0 1,091

0 0 0

都道府県 市町村 合計

53 396 449

0 1,327 1,327

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0 0 0

2,871

（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

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（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

別　紙

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

227,178

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

144,599

合計

消費者行政決算総額

4,038

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 2,268

47,468 23,764 71,232

680

8,502 10,770

3,358

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

82,579

71,232

31%



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

人日

人

人

人日

人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

人

人日

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

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

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、明和町、玉城町、大
紀町、南伊勢町、鈴鹿亀山地区広域連合

4,571県

管内市町村 17 13,139 31,530

対象人員数

2

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

3,069



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（実績）の概要

研修参加支援（旅費、受講料等）

顧問弁護士報酬、旅費

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）

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）

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

執務参考図書購入、センターキャラクター新聞広告

消費生活相談員通信講座

1,080

2,726 2,5262,746

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

1,744

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

1,080 1,091

啓発事業委託（啓発イベント、バス車内放送、電車内啓発ポスター掲出、新聞掲載）、消費
者教育機材ＤＶＤ等製作業務委託事業、消費者教育Webコンテンツ作成業務委託事業、
栄養表示啓発事業（啓発物品購入等）

40,153

1,145

53

39,457 38,066 37,827

2,526

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

105

895

1,091

事業の実績

345

700 700

放射能物質検査、食中毒予防対策事業、食品衛生事務処理システム改修

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） 192 -

51,36183,965合計

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

47,468

3,841 3,841 3,358

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（報酬等）

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） 3,358

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 33,509 2,412 33,514 2,268

79,555



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

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）

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

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）

執務参考図書購入（21,231円）。センターキャラクター新聞広告（31,500円）

事業強化・機能強化の成果

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
た通信講座を開催し、市町相談員等の資質向上を図った。

・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

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

安全・安心な消費生活推進啓発委託事業（17,704,995円）、バス車内放送委
託事業（378,000円）、県内鉄道ポスター掲出委託事業（813,750円）、消費者
トラブルに係る新聞特集記事（3,150,000円）、消費者教育機材ＤＶＤ等製作
業務委託事業（7 350 000円） 消費者教育Webコンテンツ作成業務委託事業

消費生活相談員通信講座委託事業（2,525,800円）

事業名

相談員、担当職員の研修参加旅費（344,700円）

報償費（1,080,000円）及び旅費（11,280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。

弁護士制度を引き続き導入し、必要なときに助言が受けられる
体制を整備できた。

執務参考図書を充実し、消費生活センターの機能強化を図っ
た。また、センターキャラクターをＰＲし、センターの周知を行っ
た

対象経費（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）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
放射能物質検査（2,233,260円）、生レバー生食禁止ポスター印刷（213,130
円）、食品衛生事務処理システム改修（912,003円）

・食品中の放射性物質検査を実施した。
・腸管出血性大腸菌による食中毒予防に係る啓発資料を作成
し、飲食店営業者等に対し規格基準を周知するとともに、生食
用牛レバーの提供禁止を徹底した。また、消費者に対する啓
発も強化した。
・浅漬け等を製造する施設を重点的に監視するため、食品衛

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）

相談体制等の強化を図った。

・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。

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

業務委託事業（7,350,000円）、消費者教育Webコンテンツ作成業務委託事業
（3,601,500円）、啓発用事務用機器購入（ノートパソコン102,585円、液晶プロ
ジェクター146,790円）、栄養表示啓発物品（2,999,000円）等

不当商取引専門員（１名）、業務補助職員（1名）を配置。



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

実績事業計画

人

人日

実施形態
研修参加・受入要望

実地研修受入希望人数 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

年間研修総日数

人

人日

人日

参加者数

自治体参加型

参加希望者数 人

年間研修総日数



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）

津市、伊勢市、鈴鹿亀山地区広域連合

実施市町村

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） 1,8131,924

396

1,533 1,328 1,3271,612

2,750

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

2,897

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

松阪市、桑名市、名張市、尾鷲市、鳥羽市、志摩市、伊賀市、川
越町、明和町、玉城町、大紀町、紀北町

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、玉城町、紀北町、鈴鹿亀山地
区広域連合

458 1,9332,068

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、明和町、玉城町、大紀町、南伊勢町、鈴鹿亀山地区広

域連合

680680

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

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）

合計

14,249

23,764

20,906

11,60913,484

22,669

680

8,502

38,380

11,046

28,299

9,394

680

44,175

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、玉城町、度会
町、紀北町、紀宝町、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

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）

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

機材・事務用機器（パソコン、シュレッダー、パンフレットスタンド）の購入。執務参考図書購入。相談窓口周知用ポケットティッシュ、リーフレット
の作成。

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、受講料。

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）

機材・事務用機器（書類保管庫、デスクターナー、ヘッドセット電話機）の購入。センター周知用ポスターの作成、バス広告。

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） 消費生活法律相談会（相談員同席）の開催。

23,764

0

0

千円積増し相当分

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 71,232

47,468

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 0

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
講演会、出前講座開催費用。啓発用機材（プロジェクター）の購入。啓発用パンフレット、チラシ、ＤＶＤの購入。啓発用物品（クリアファイル、
ティッシュ等）の作成。

消費生活相談員の設置。



11．消費者行政決算

12．基金の管理（実績）

14,711 千円

千円-

①都道府県の消費者行政決算

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

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 - -

97,131

千円 -

-17,707 千円

-6,417

120,515 千円

-7,339 千円

チェック項目

-

0.33

-

-

0.29

-

-

10,368 千円

千円

8,633 千円

- 千円

千円

- 千円

0.31

-

129,549 千円 144,599

千円 82,579

前年度差

15,050 千円千円

平成２３年度 平成２４年度

- 千円

千円

47,468 千円

114,838 千円

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

227,178

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成２３年度末の基金残高（交付金相当分）

千円

40,549 千円23,764

48,447 58,815

88,996

千円

千円

千円310,000

千円

55,260

千円163,285 千円 155,946

千円

千円 71,232

218,545 千円

13．都道府県の消費生活相談窓口

相談員総数平成23年度末 相談員総数

人 24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 24年度末実績

平成23年度末 相談員総数 9 人

人

24年度末実績 相談員総数 7 人

千円

相談員総数 7人 24年度末実績

0

千円

千円

千円

71,232 千円

千円

49,479 千円

人平成23年度末 相談員総数 9

平成２４年度の基金取崩し額（積増し相当分）

平成２４年度末の基金残高（積増し相当分）

相談員総数

平成２４年度の基金取崩し額（交付金相当分）

平成２４年度の基金運用収入（積増し相当分）

平成２４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年度末の基金残高（積増し相当分）

0 千円

消費生活相談員の配置

平成23年度末

196平成２４年度の基金運用収入（交付金相当分）



14．平成２４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２４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

消費生活相談員の配置

人 24年度末実績 相談員総数 7うち委託先職員等の相談員 平成23年度末 相談員総数 9

人

うち非常勤の相談員 平成23年度末 相談員総数 16 人 24年度末実績 相談員総数 16 人

人 24年度末実績 相談員総数 4うち常勤職員の相談員 平成23年度末 相談員総数 7

①報酬の向上

○

処遇改善の取組 具体的内容

実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上 ○

人 24年度末実績 相談員総数 27平成23年度末 相談員総数 32

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

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。

津市：参考図書の購入。
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：啓発用物品、参考図書の購入による就労環境の整備。
桑名市：相談業務に必要な参考資料を購入し、それらを活用して相談業務を充実させる。
伊賀市：執務参考図書の充実。
志摩市：執務参考図書の充実。
明和町：執務参考図書の購入。
大紀町：専用パソコンの整備。

②研修参加支援 ○

津市：各相談員の研修参加旅費・参加費の支援。（年２回程度）。
四日市市：県外等研修参加について、各相談員年１回のところ、複数回参加できるように支援した。（旅費・負担金）
伊勢市：研修支援の強化（年１0回）。
桑名市：法改正、現状の消費者問題等の知識を身につけ、相談業務に活かす。
松阪市：相談員の研修参加にかかる経費を支援。
名張市：相談員の研修参加に係る経費を支援。
鳥羽市：消費生活相談カードの作成にかかる研修等への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）。
志摩市：県内外で開催される研修会への参加支援（計８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。

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 ○



【実績報告】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②） 50,402

　①地域における食の安全・安心に関する事業 3,358

　②地域の多様な主体による消費者問題への取組を活性化する事業 47,044

都道府県事業（③＋④） 39,356

　③地域における食の安全・安心に関する事業 3,358

　④地域の多様な主体による消費者問題への取組を活性化する事業 35,998

管内市区町村事業（⑤＋⑥） 11,046

　⑤地域における食の安全・安心に関する事業 0

　⑥地域の多様な主体による消費者問題への取組を活性化する事業 11,046

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

備考

安全・安心な消費生活推
進啓発委託事業

2 8 街頭啓発キャンペーン、消費者月間啓発事業、親子で
学ぶお金教室、消費生活シンポジウム

17,705

バス車内放送委託事業 2 8 バス車内放送 378

県内鉄道ポスター掲出委
託事業

2 8 県内鉄道へのポスター掲出 814

消費者トラブルに係る新
聞特集記事掲載委託業

2 8 新聞への消費者トラブルに係る特集記事掲載 3,150

消費者教育教材DVD等
製作業務委託事業

2 8 消費者教育教材DVD製作 7,350

消費者教育webコンテン
ツ作成業務委託事業

2 8 消費者教育webコンテンツ作成 3,602

栄養表示啓発事業 2 8 栄養表示啓発用物品作成 2,999

食の安全食品衛生監視
指導事業

1 12 腸管出血性大腸菌による食中毒予防対策事業
食品衛生事務処理システム改修

1,125

食の安全食品検査事業 1 12 放射能性物質検査 2,233

計 39,356

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

消費者啓発事業 2 8 啓発物品作成等 273 津市

消費者啓発事業 2 8 啓発用資料（パンフレット、グッズ作成、講座実施） 747 四日市市

消費者啓発事業 2 8 出前講座備品、パンフレット印刷、講座実施） 587 伊勢市

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット、DVD等購入 444 松阪市

消費者啓発事業 2 8 講演会開催、啓発グッズ作成、パンフ作成 1,602 名張市

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット購入 693 尾鷲市

消費者啓発事業 2 8 啓発リーフレット購入等 333 鳥羽市

消費者啓発事業 2 8 啓発講座開催、啓発冊子購入等 643 熊野市

消費者啓発事業 2 8 リーフレット 103 志摩市

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット、物品購入 407 伊賀市

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット作成 10 東員町

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット作成 551 朝日町

消費者啓発事業 2 8 啓発資料購入 272 川越町

消費者啓発事業 2 8 啓発パネル、パンフレット、グッズ購入 1,240 玉城町

消費者啓発事業 2 8 啓発資料作成 60 度会町

消費者啓発事業 2 8 啓発チラシ、リーフレット作成 517 紀北町

消費者啓発事業 2 8 啓発パンフレット作成 252 紀宝町

消費者啓発事業 2 8 啓発チラシ、啓発物品作成等 2,312 鈴鹿亀山地区広
域連合

計 11,046

 注1　地域における食の安全・安心に関する事業については「１」、地域の多様な主体による消費者問題への取組を活性化する事業については「２」を記載。

注2　地方消費者行政活性化基金管理運営要領別紙に掲げる事業メニューの番号（以下）を記載。

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（一般会計）による事業（都道府県及び市区町村）



　　　　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

　　　　３　消費生活相談員養成事業

　　　　４　消費生活相談員等レベルアップ事業

　　　　５　消費生活相談窓口高度化事業

　　　　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

　　　　８　消費者教育・啓発活性化事業

　　　　９　商品テスト強化事業

　　　　１０　地方苦情処理委員会活性化事業

　　　　１１　一元的相談窓口緊急整備事業

　　　　１２　消費者行政活性化オリジナル事業


