
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 平成24年度

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）

65,519

（９）商品テスト強化事業 4,675 4,675

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -

（８）消費者教育・啓発活性化事業 37,575

都道府県 市町村 合計

13,186 1,105 14,291

（５）消費生活相談窓口高度化事業

4,819

457 890 1,347

3,184

（３）消費生活相談員養成事業

- 4,569 4,569

1,635

27,944

3,346 3,346

（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

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

事業名

（１）消費生活センター機能強化事業

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）

115,047

152,124

137,515

76,290

消費者行政決算総額 267,171

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

137,515

3,288

20,245 24,062

14,887

合計

11,599（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 3,817

61,225

51%

都道府県決算



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

的相談窓 緊急整備事業

- 人

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

法人募集型

人日

ー

－

自治体参加型

人

人日

- 人日

人

人日

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

ー

－

-

-

４．一元的相談窓口緊急整備事業

人

人

人

人

人 千円

人 千円

県

管内市町村

追加的総業務量（総時間） 事業実施自治体

新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、五泉市、阿賀野市、聖籠町

事業実施自治体

県 -

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）

2

23

管内市町村 23

対象人員数計 追加的総費用

26,589

-

2 3,817

管内市町村

県

人時間／年

人時間／年20,282

2,842

－



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

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業経費
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）

12,919 12,919

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）

⑩商品テスト強化事業

512

事業（実績）の概要

相談員（延べ12人）、担当課職員（延べ5人）の研修参加

相談員が弁護士の助言を受ける機会を設定（１７回）

センター周知のための広報、資料作成、広報展示室の改修整備、相談スペースの環境整
備

相談員を対象にした研修の開催（４回）、
市町村行政職員等を対象にした消費者問題基礎講座（県内3地区＊2回）

食品の安全・安心についての講演会の開催（３回　609人参加）

5,622

3,347 3,347 3,3463,346

大学向け講座（８回）や一般向けの啓発講座の実施、TVや雑誌等の媒体を使っての啓発
強化を実施。また消費者団体に委託しサポーター養成など啓発活性化事業を実施、高校
生向副読本作成、高齢者向け啓発資料等作成、高齢者見守りフォーラムの開催、

消費者の持込食材の放射性物質検査を民間機関に委託（２カ所）、放射性物質検査の確定

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

⑨消費者教育・啓発活性化事業

1,072

690

38,407

事業計画

1,046

690

457 457

4,675 4,675

13,186 13,186

38,407

1,072

589 589

5,622

37,575 37,575

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

1,046

512

相談員資格取得支援講座の開催、多様な主体の連携促進のためのフォーラム開催及び広報啓発、
県民提案事業の実施（６団体7事業）、市町村消費者のための取組（市町村訪問ヒアリング、連絡調
整、市町村窓口表示と資料の効果的配付のためのパンフレット用ラックの配置14市町村分）

76,290

10,172     10,172     8,702 8,702

79,726

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）

76,290

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

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

811 529 529

ＰＩＯ－ＮＥＴ導入による情報収集、入力作業担当者非常勤職員1名雇用
相談コーディネーター1名嘱託員雇用

79,726

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

2,368 2,368

4,336 3,817

事業者指導、法執行強化、企業向け講座の開催（2会場）

1,838 1,838

811

県が県弁護士会と契約し、弁護士と接する機会が少ない市町村の消費生活相談会へ弁
護士を派遣（移動相談室17回）、多重債務相談会（1回）、その他事業者との協力による啓
発資材配布、地域包括支援センター等介護事業関係者との連携会議（延べ18回）

3,8174,336



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

ＴＶ、新聞等により若者や高齢者層などへのトラブル防止に向けた注
意喚起とセンターへの相談誘導が図られた。
消費者関係団体の情報媒体やネットワークを通じた消費者啓発が実
施できたほか、各年代層に向けた講座の実施、資料配付により、周知
啓発が充実した。

講演会開催より、情報提供の機会充実と食の安全安心に関する関心
を高めることができた。

市町村相談員等の専門的知識の習得や相談技術の向上が図られ
た。

相談員、担当課職員の知識向上、相談技術向上が図られた。

消費者の放射性物質に対する不安の解消に寄与

定期的（月１回）に弁護士に助言を受けられる機会を設けたことで、
必要な専門知識の取得が相談対応の高度化が図られた。

対象経費（実績）

相談室環境整備（パーテーション、書架等）590、展示室照明修繕費630,資料、ラック
等整備461、書架、電子掲示板等備品整備1,961、周知広報委託8,818、センター周資
材作成配布726

⑧食品表示・安全機能強化事業

事業名

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）

講師謝金123、旅費28、市町村職員向け消費者問題基礎講座委託費895⑤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

①消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

参加旅費570、参加負担金　19

弁護士謝金457

講演会 委託費　1,931、職員旅費30 、イベント出展広報展示　委託費1,385  

放射性物質検査２機関に委託 3,719、器機保守点検委託525、確定検査422、職員旅
費・高速道路使用料9

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

マスメディア広報委託費（TV　10,500 新聞連載、記事下広告等10,155  事業者選定審
査会24)
関係団体との連携による啓発活性化事業委託費8,884,生協機関紙による広報2,513)
大学向け講座開催のための旅費・資料作成費など642,
一般向け講座のための講師謝金・会場費・資料作成費1,243
高校生向け啓発資料作成委託・検討会費用1,036、高齢者向け啓発資料、資材作成
2,242
高齢者見守りセミナー開催：講師謝礼、旅費64、資料164、会場費108

事業強化・機能強化の成果

展示室の改修により、情報提供、発信機能の充実が図られた。
プライバシーへの配慮などの相談スペースの環境整備が図られ
た。
県センター１１０番実施の周知により相談者の掘り起こしなど、啓発
が進んだ

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）

市町村における相談機会の充実、弁護士会の連携の経験を積むこと
ができた。資料作成により関係機関との連携による啓発などの活動が
充実、地域包括支援センター等との会議により市町村内での消費者
行政部門と福祉部門との連携強化が図られた。

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） 職員旅費・高速代149、講座開催：講師費用76、会場費141、チラシ161、旅費１

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

資格取得支援講座開催：委託費2,351、職員旅費1
県民提案事業：委託費2442、旅費３
多様な主体との連携促進：フォーラム開催費　委託費ほか785、採録記事掲載による広
報2,468
市町村消費者行政活性化惻隠：旅費145、資料配架用ラック配置 507

法人募集型
実地研修受入希望人数

年間研修総日数 -

-

相談会：弁護士会委託費　536、広報委託746、チラシ作成387、旅費･高速道路使用
料16
多重債務支援：相談会委託32、資料作成493、旅費10
高齢者福祉関係、会議事業者関係との高齢者被害防止連携会議　旅費105、資料配
付44

人日

人

人日

人

事業計画

相談員資格取得支援講座の開催より、資格取得者の増及び資格に
関する関心を高めることができた。
フォーラムや提案事業の実施により、地域関係団体等の連携や消費
者問題への関心を高めることができた。
市町村消費者相談窓口への支援により、今後の取組の推進が図られ
た。

研修参加・受入要望

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

参加者数
自治体参加型

実績

参加希望者数 -

年間研修総日数 -

人

実地研修受入人数

人日

-

-

実施形態

コーディネーターの配置により、相談対応の向上が図られたほか、担
当者配置により、PIO-NET入力期間の短縮、情報収集などの効率化
が図られた。

研修参加・受入

年間研修総日数

人

年間研修総日数

-

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

費 高速道路使用料9

非常勤職員1名（賃金1423  通勤旅費158  共済費237)
嘱託員１名（報酬1664 通勤旅費73 共済費262)

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

-

人日



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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

3,184       3,322       

①消費生活センター機能強化事業（新設）

3,085       

事業名

1,486       

3,402       

事業経費

1,105       

1,487       1,487       

3,082       3,402       

3,292       3,612       

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

1,486       

3,460       1,149       3,417       

長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、
燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖
籠町、阿賀町、刈羽村

実施市町村

長岡市、上越市、柏崎市、佐渡市、南魚沼市、聖籠町

五泉市、阿賀町、刈羽村

加茂市、十日町市、見附市、糸魚川市、魚沼市

3,364       3,288       

947         

⑬消費者教育・啓発活性化事業

901         

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

28,378     

890          

27,944      

957         

28,226     

26,875     

3,288       

28,045     

26,588     

61,225

20,245      

70,17962,347

20,527     

3,364       

71,534

新潟市、長岡市、上越市、三条市、新発田市、魚沼市、南魚沼市、胎内市

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、
見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚
沼市、胎内市、聖籠町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村

新潟市、佐渡市、南魚沼市

新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、五泉市、
阿賀野市、聖籠町



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

弁護士活用による相談窓口高度化

参考図書の購入、備品の購入

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）

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）

啓発・相談機能整備、相談室の防音対策修繕工事、文書保管庫の設置、参考図書購入、コピー機リース代、視聴覚資料の購入等

消費者教育用図書の購入、学習活動の支援、消費者被害防止に関する啓発資料（クリアファイル・シール・折り込みチラシ等）の作成・購入・配布、多様な層
に対する啓発講座・出前講座の開催 消費者団体と連携した啓発活動 教材作成のための資料購入 相談会の開催等

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） 消費生活相談員・消費者行政担当職員の研修会等参加支援

参考図書購入、備品購入、窓口周知用資料作成、窓口周知広報活動

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．今年度の基金取崩し実績額

　

　

子ども消費者学習指導者育成、多重債務者に関しての専門機関との連携・無料相談会の実施、弁護士・司法書士による無料消費生活相談会の実施

千円

うち管内の市町村合計

137,515

76,290

61,225

交付金相当分

うち都道府県

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）

積増し相当分 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

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）

⑬消費者教育 啓発活性化事業
に対する啓発講座・出前講座の開催、消費者団体と連携した啓発活動、教材作成のための資料購入、相談会の開催等

休日相談実施に伴う振替対応のため相談員見習いを雇用、新たに相談員を配置、勤務時間延長等



11．消費者行政決算

11－2．消費者行政決算②

①都道府県の消費者行政決算

チェック項目

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当

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-

0.66

-

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

③都道府県全体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

152,124

-2,193

-13,894

千円

千円

38,75740,950

166,018 -

0.40

-

146,270 115,047

1,235

-

-

-

0.51

-

-

49,720 76,290

76,354 61,225

千円

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

137,515

312,288 267,171

126,074

129,656130,614

千円

千円

千円

前年度差

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 5

千円

千円

-958

千円

千円

-31,223

26,570

千円

千円

-15,129

千円

千円

千円千円

千円千円

-45,117

11,441千円

90,899

平成24年度

千円

千円

千円

平成23年度

千円

千円

千円

千円

千円

千円

89,664

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）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円

人

千円

千円

うち管内市町村

％

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 43

45

人

人

うち管内市町村

②定数内の消費者行政担当者数（平成２４年度末時点） 8

うち管内市町村

うち都道府県 5

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費

90,899

人

うち管内市町村 40

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） 55,600

うち都道府県

185,256

うち都道府県 55,600

うち管内市町村

千円

千円

人

人

うち都道府県 94,357

8

千円

千円

千円

千円

％

％



12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

相談員総数

うち定数内の相談員

うち定数外 相談員 平成 年度末

人 24年度末実績 相談員総数 人

年度末実績 相談員総数

相談員総数人8

136,373

人

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）

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）

430,000

137,515

134,912

136,054

8

千円

千円平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成24年度の基金取崩し額（積増し相当分）

消費生活相談員の配置

平成23年度末 相談員総数

24年度末実績相談員総数

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）

平成24年度の基金運用収入（交付金相当分）

平成23年度末

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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）

相談員総数 8

相談員総数

人うち定数外の相談員

うち委託等の相談員

平成23年度末

平成23年度末

具体的内容

8

人人 24年度末実績 相談員総数

24年度末実績 相談員総数 人

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

研修旅費等支援

④その他



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）

3うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員総数 40

平成23年度末 相談員総数 3

人 24年度末実績

人人 24年度末実績 相談員総数

人

相談員総数 人人 24年度末実績

相談員総数 41

人 24年度末実績 相談員総数

相談員総数

②研修参加支援 ○

新潟市（引き続き、経験年数による月額加算実施）、十日町市（引き続き報酬額増　維持）

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、村上市、五泉市、佐渡市、南魚沼市、聖籠町（引き続き　研修旅費等支援）

実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上 ○

平成23年度末 相談員総数 43消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 平成23年度末

44 人

処遇改善の取組

④その他

③就労環境の向上


