
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

4,057

-

（９）商品テスト強化事業

2,005

- 309 309

（５）消費生活相談窓口高度化事業

- - 0

6,062

200 100 300

都道府県 市町村 合計

- 14,455 14,455

177 80 257

（８）消費者教育・啓発活性化事業 14,633 16,885 31,518

0

9,435 9,435

227 1,392 1,619

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 - -

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

193,329

228,717

88,056

21%

都道府県決算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

60,782 88,056

4,882

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 2,761 11,239 14,000

消費者行政決算総額 422,046

合計

5,219 10,101

27,274



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

４ 一元的相談窓口緊急整備事業

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

人

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11,645

3,850

栃木市・佐野市・小山市・真岡市・大田原市・さくら市・那須烏山市・下野市・益子町・壬生町・野木町

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

26

県 0

対象人員数計 追加的総費用

管内市町村

県 4 5,543

管内市町村 9 日光市・大田原市・矢板市

管内市町村 31 22,479

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）

-

200

96 96

-

事業の実績

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

- -

-

- -

15,707

615

14,633 14,633

-

3,961

109

200

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

109

15,707

事業計画

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

- -

- -

- -

3,962 3,961

-

3,962

260

131 131

⑨消費者教育・啓発活性化事業

177177 食品表示セミナーの開催。

615

メディア等による啓発、街頭・出前講座等での啓発、消費者被害防止啓発演劇の巡回公
演、路線バスに啓発ステッカー掲示、映画館での啓発ＣＭ上映事業等の実施

消費者からの相談に係る商品テストの一環としての放射性物質簡易検査の実施227 227

260

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。

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。

-

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）

-

5,543 2,761

30,056

-

3,553⑫一元的相談窓口緊急整備事業 7,119

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。

-

事業者指導専門員の出張旅費。

- -

29,580

- -

103 103 71

27,274

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

71

5,140 5,140 5,148 5,148

33,146

消費者啓発活動家育成事業（くらしの安心サポーター）の実施、食の安全安心とちぎ消費
者セミナーの開催



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

対象経費（実績） 事業強化・機能強化の成果

相談事例の研究（県内４カ所×６回：253名受講）、関係法令等
研修（５回：255名受講）、通信教育（78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。

・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 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

⑦消費生活相談窓口高度化事業

費用弁償（出張旅費）、研修参加負担金

講師謝金（交通費込み）

講師謝金、講師旅費、会場借料等

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お
いて６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200名参加）し、食品表示の理解を
図ってもらうことができた。

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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

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ＣＭ作成費、出前講座実施委託料、啓発演劇上演委託料、路
線バスへの啓発ステッカー掲示委託料等

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（22箇所）して、
5,920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の
作成や配布等を行い、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（1台）及び路線ﾊﾞｽ消費者啓発ｽﾃｯ
ｶｰの掲示(95台)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。
・平成23年度に作成した若者のアイディアによる啓発ＣＭを映画館
（9,000回）とテレビ（62回）で上映（放映）し、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。
・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。

⑨消費者教育・啓発活性化事業



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）

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(平
成24年度実績：162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検査機器の保守点検費、検査に係る消耗品費等

・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。

研修参加・受入
実施形態

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

・食の安全安心とちぎ消費者セミナーを開催（20回、1,774名参
加）し、放射性物質と食の安全性について、消費者の理解を深
めることができた。
・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、知識の向上とサポーターとして
の意識の醸成を図ることができた。

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

研修参加・受入要望

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）
啓発資料作成費、セミナー実施委託費等、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

実地研修受入希望人数

参加希望者数 人

年間研修総日数 人日

研修参加 受入

年間研修総日数

実績

参加者数

人日

人

実地研修受入人数 人

年間研修総日数人日年間研修総日数

人

実施形態

人日
自治体参加型

法人募集型

事業計画

研修参加 受入要望



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

上三川町、壬生町、野木町、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、那須烏山市、那須町

市貝町、塩谷町

栃木市

宇都宮市、足利市、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、壬生町、野木町、塩谷町、那須町、那珂川町

足利市

10,410 8,381

6,102

-

8,369

-

100

-

6,347

-

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

6,347

2,369

-

309

-

100

-

100

320

-

100

2,074

309

-

100

320

-

6,090

-

8,365

-

100

1,905

100

2,096

100

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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、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、益子町、壬生町、野木町

益子町

栃木市、日光市、大田原市、那須塩原市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須町

小山市

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、さ
くら市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、岩舟町、塩谷町、高根沢
町、那須町、那珂川町

足利市、栃木市、佐野市、矢板市、下野市

- -

10,587

80,056 63,863

1,447

-

11,381

1,447

5,288

-

- -

1,401

-

60,782

1,392

-

24,479 11,239

74,367

-

-

4,882

-

80 80 80

16,98417,758

25,033

10,587

17,945

-

80

16,885

9,4359,435

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

4,912

-

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

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

- -

-

5,318



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

・役場内に消費生活センターを設置することで、町民にとって身近な場所に消費者相談の窓口を作ることができた。
・消費生活センターに必要な機能が整備されたことで、相談者に不自由（特に時間等）をかけずに相談業務を行うことができた。
・平成２４年１０月に新設に向け、地域の消費生活における問題解決や相談窓口等センター機能の充実を図る整備、強化が図れた。
・平成２５年４月より宇都宮市消費生活センターにおいて、消費生活相談業務を行うにあたっての普及啓発のための周知資料を購入し消費者
へ周知しました。

・センターの機能強化の一環として、相談用パーテーションや展示用備品、センター周知用パンフレット等及び消費者法関連図書等を購入出
来た。
・消費生活センター相談用什器の不足が解消された。
・事務所に必要な参考資料や消耗品が購入でき機能強化が図れた。センターのチラシが作成でき周知が図れた。
・地域住民への消費生活センターの周知啓発のため、自治会回覧袋を作成し配布した。
・各種情報収集等が図られた。
・消費生活センターの住民への周知をするため回覧板を4,800部作成し、自治会へ配布した。
・消費生活ｾﾝﾀーだよりをカラー印刷することにより、一層目を引き今流行の手口を身近に感じることができ、また、消費生活センターの周知に
つながった。
・センター周知用の消耗品（クリアフォルダーやマグネットシート等）の窓口やイベント時に配布したことにより、それを見て相談に来るものが増加
した。 自治会回覧用の回覧板作成により、自治会加入者にもれなくセンターの周知が出来た。
・新たな実務参考資料の購入、相談電話用電話機購入、センター啓発パネル購入。
・市開催のイベント等で啓発用物品の配布、センター周知用ポスターを作製し市内事業所へ配布しセンターの周知を図った。消費生活セン
ターについての広報誌を各戸配布した。
・執務参考資料を購入し、相談業務の充実を図った。
消費生活セ タ 周知が再度図られた 消費者啓発出前講座 悪質商法関連パ 配布により 啓発効果が表れ相談件数が減少した

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

・消費生活センターの周知が再度図られた。消費者啓発出前講座、悪質商法関連パンフ配布により、啓発効果が表れ相談件数が減少した。
・参考図書を購入することにより、より一層知識を深め、消費者利益の擁護や消費生活の安定、消費生活センターの強化を図ることができた。

・パンフレットスタンドを購入しパンフレットコーナーを設置したことで、新設の消費生活センターの周知が図られた。
・消費生活相談受付の事務処理のためパソコンの購入、書籍管理のための書架購入を行った。

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。
・相談員のレベルアップを図るため、関係法令研修等へ参加のための旅費・負担金の支援を行うことが出来た。
・相談員が研修に参加できレベルアップになった
・多種多様化する相談に対応するため、研修を受講した。
・消費生活相談員レベルアップ研修へ派遣したことで、より専門的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参加支援による資質の向上
・消費生活相談員のレベルアップを図るため研修への参加を支援する。
・年複数回の研修参加が可能になり、各相談員においてレベルアップが図れた。
・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。
・相談実務研修に参加し、相談員のレベルアップを図った。
・消費生活相談員が研修に多数参加することができ、かなり資質向上することができた。
・積極的な相談員研修参加により、相談業務対応がより迅速且つ、的確な対応へと導くことが可能になった。
・国セン等で実施されている研修会への参加が可能となり、より良い研修を受けることができた。
・新設オープンに備え新規消費生活相談員の養成講座１名を参加　相談員としての向上に努めた。
・消費生活相談受付の事務処理のためパソコンの購入、書籍管理のための書架購入を行った。
・研修へ参加することにより、相談員の知識向上を図ることができた。
・担当職員の知識習得 相談対応の充実

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）

・担当職員の知識習得、相談対応の充実



⑬消費者教育・啓発活性化事業

・回覧板の活用により，広く市民に悪質商法の知識の普及が図れた。消費生活講演会の開催で，受講者に「騙す心理，騙される心理」の理解が深まっ
た。
・消費者教育・啓発に必要なパンフレットを購入することが出来た。
・既存の啓発に加え、消費者被害防止のため消費者団体との連携により、啓発講座を開催した。消費者啓発用冊子やリーフレットを作成し各地区に配
布した。
放射性物質を理解するためにチラシの班内回覧を行った。食品表示を正しく知るため、啓発冊子を出前講座で配布した。
・市民対象の消費生活講座などで資料の配布ができ啓発の充実につながった。
・消費者啓発ボランティアが、高齢者を対象とした寸劇等の啓発活動を実施した。
・消費者被害防止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。
・出前講座開催・イベント等での啓発活動
・消費者被害の抑制のため、啓発活動を強化した。賢い消費者になるための消費生活講座を開催し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや啓発品を配布した。
・従来の市イベント以外に、消費者月間の啓発事業に参加するため、新たに消費者啓発物品を作成し、消費者へ配布する。広報と一緒に全戸配布す
る啓発ﾁﾗｼを作成した。
・暮らしに役たつセミナーを開催し、消費生活の向上を図った。啓発用冊子及び啓発用品を市民に配布して市民への啓発意識の向上を図った。消費
者被害の未然防止及び拡大防止のために啓発用品を配布
・消費者啓発のためのチラシ、パンフレットを作成して市のイベント等で配布を行った。
・消費者まつり実施により、消費者への意識高揚また知識向上へと導くことができた。また、消費者啓発講演会では、情報モラルに関する情報啓発が行
われた。
・消費啓発の回覧板の配布により、町民の消費者意識を促すとともに、消費生活センター(消費者相談窓口）が役場の庁内に設置されていることを町民
の方に周知することができた

⑨消費生活相談窓口高度化事業 ・弁護士を招き、相談窓口高度化のため事例や相談処理実務に関する実務研修会を開催することが出来た。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

・食品表示・安全の消費者への啓発活動

・消費生活センターを開設し、専門的な相談にも対応できる体制を整えた。

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

・自家消費用食品の放射性物質検査を実施するための消耗品を購入することが出来た。
・食品の放射性物質簡易検査を行うことにより、消費者の不安が解消された。
・食品の放射性物質検査と検査機器の管理を実施して、食品安全の啓発強化が図れた。
・放射性物質による食品汚染の不安を払拭するため、市民からの依頼による商品テスト（放射性物質簡易検査）を実施した。その検査にかかる
消耗品を購入し、検査機器の保守点検を実施。
・食品等の放射性物質の測定を実施し、市民の安全・安心の確保に向けた実践的な取り組みとなった。

の方に周知することができた。
・チラシやグッズの配布など、幅広い年齢層に対応した啓発活動を行い、啓発内容の理解が深めさせた。
・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の購入し、町内に全戸配布することにより、町内消費者の知識と意識の向上が図られた。
・町内の各世帯にネットトラブルやクーリングオフなどのパンフレットを配布し啓発することにより、消費者トラブルについて周知することができた。
・消費生活に係る教室や集会等で配布し、消費者への啓発に寄与できたと共に消費生活センターの利用周知が図れた。
・事業所・公共機関・イベント等で啓発物品（オリジナルポケットティッシュ4,420個　トイレットペーパー「STOP振り込め詐欺編」505個）を配布し啓発強化
につなげた。
・消費生活相談窓口紹介に関した回覧板を作成し、町内の各班への配布、回覧板使用により町民への啓発及び注意喚起を行った。
・小中校生向けの啓発資料並びに放射性物質検査来場者への啓発資料を購入し、周知啓発を行いました。
・食品と放射能の啓発冊子・リーフレットの全戸配布により、悪質商法被害を防止するための消費者啓発の強化・自立した消費者の育成を図ることがで
きた。
・住民意識の高揚、トラブル発生の予防

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、啓発活動や苦情相談に対応でき、パイオネット入力も迅速にできた。
・消費生活相談員報酬を月額180,000円に引き上げたことで、相談受付時間を拡大し、相談体制が強化された。
・消費者ホットライン設置等に係る事務量増大に伴い相談事務を強化
・相談員を増員
・相談内容の複雑化により業務時間が増加したが、出勤日を増やすことにより解消できた。
・積極的にあっせんを行うことにより、あっせんの強化を図り、その業務に対応する相談員の報酬の引き上げ（平成２１年度より）
・相談員を1名増員し、相談窓口の充実を図った。
・有資格者の相談員を配置することにより、相談窓口の整備、充実が図られました。
・開所時間延長により、相談業務の強化へと導けた。
・消費生活相談員による相談会を開催し、専門的を行うことができた。
・消費生活センターとして相談窓口が開設され、消費生活相談員を雇用したことによるセンター設置の機能充実が図れた。
・相談員２名を配置し、地域消費者の相談や苦情等に対応できる窓口整備が図られた。

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

・市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的として、消費生活基本計画を２年計画で作成。１年目は、市民に対してアンケート調査を行
なった。
・消費生活相談員では対応しきれない専門的な知見を弁護士へ電話などにて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。
・食品の放射性物質検査を実施することにより、消費者に食の安全を提供できた。
・食品の放射能測定事業や講演会を実施したことにより、市民の不安軽減を図り、内部被ばくの自己判断の一助となった。
・消費者の安全、安心を確保するため放射性物質測定機器のメンテナンスを行った。
・消費者行政として実施している食品中の放射性物質検査事業に使用する検査用品、塩谷町消費者友の会への補助金。
・放射性物質検査を行うにあたり機器周辺消耗品等を購入し、検査受入れの整備を行いました。
食品等の放射性物質検査機器の貸与を受け 簡易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

88,056

27,274

0積増し相当分 千円

60,782

交付金相当分

うち都道府県

・食品等の放射性物質検査機器の貸与を受け、簡易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。



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

人

平成23年度

千円47,249

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 88,056

千円

-

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成24年度

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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） 22

168,942

249,556 256,998

116,380

133,176

-千円

①都道府県の消費者行政決算

前年度差

千円

108,124 107,137

25,052

155,373

69,131 27,274

-

94,183 89,079

167,919

36,753

12,546

-5,104

千円

-

千円

-

0.36

-

60,782

千円

千円

千円

61,805

-

-

7,442

-

-

-987

35,766

-

0.34

千円

-

チェック項目

-

0.31

-

-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当

-

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

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

-368 千円

人

千円

千円うち管内市町村

人

うち管内市町村 60,798

人

人

千円

うち都道府県 166,055

人

167,935

15

千円

千円

千円

165,048

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費 333,990

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 21

14

うち管内市町村 27

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点） 24

うち管内市町村 7

うち都道府県 15

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

307

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 相談員総数

平成24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23年度末 相談員総数

人

相談員総数人

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）

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

人

191,537

88,056

103,788

-

13

-

人 24年度末実績 相談員総数

12

-

24年度末実績

人

24年度末実績 相談員総数 12 人

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員総数 11

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

人 24年度末実績 相談員総数 12 人

人1人 24年度末実績 相談員総数平成23年度末 相談員総数 1

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員

平成23年度末 相談員総数 11



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就労環境の向上 ○

②研修参加支援 ○

④その他 ○ ・消費者法関連図書等や啓発用品(パンフレット)を購入した。

・勤務時間等の配慮

・平成２１年度より相談員の報酬引き上げ（124,000→150,000）
・平成２４年度開設に向け、報酬等条例制定

・レベルアップ関係法令研修等へ参加のための旅費・負担金の支援を行った。また、弁護士による相談事例や処理等の実務研修も実施した。
・消費者問題専門家を講師とする消費生活相談事例研修会を開催し、レベルアップを図った。
・国民生活センター・栃木県消費生活センター等主催研修の参加費・旅費を支給
・財団法人　日本消費者協会主催の相談員研修に参加

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 24年度末実績 相談員総数 66平成23年度末 相談員総数 64

人 24年度末実績 相談員総数 3うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員総数 3 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員総数 61 人 24年度末実績 相談員総数 63 人

人

消費生活相談員の配置

人 24年度末実績 相談員総数うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員総数


