
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）

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 0

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 9,918 16,258 26,176

（８）消費者教育・啓発活性化事業 2,322 8,224 10,546

（９）商品テスト強化事業 0

（６）広域的消費生活相談機能強化事業 0

（７）食品表示・安全機能強化事業 16,088 16,088

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業 1,477 907 2,384

（５）消費生活相談窓口高度化事業 0

（２）消費生活相談スタートアップ事業 48 48

（３）消費生活相談員養成事業 0

別　紙

事業名 都道府県 市町村 合計

（１）消費生活センター機能強化事業 5,803 779 6,582

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

基金取崩し額 76,670

取崩し割合 33%

消費者行政決算総額 231,659

都道府県決算 194,745

管内市町村決算 36,914

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 13,066 1,780 14,846

合計 48,674 27,996 76,670



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 元的相談窓口緊急整備事業

人日

法人募集型

人 人

人日

管内全体の研修参加・受入（実績）

自治体参加型

人 人

人日 人日

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

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 千円管内市町村 12    13,263 16,258

県 5 6,805 9,918

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用 事業実施自治体



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）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑫ 的相談窓 緊急整備事業

2,322 啓発用冊子の配布・消費者まつりの実施

相談員を増員し 消費生活相談業務を強化するとともに 事業者指導を専門に担当する非

⑨消費者教育・啓発活性化事業 2,437 2,437 2,322

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 17,204 17,204 16,088

1,477 国民生活センター等の研修に参加

16,088
食品表示の適正化についてセミナーを開催するとともに、ＮＰＯ法人が実施する食の安全・
安心を確保するための活動に対する支援等を実施

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） 1,478 1,478 1,477

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）

5,803
消費者情報センターのリニューアル(情報センター改修費）、機能強化を図るための備品購
入のほか、センターを周知する広報を行った。

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） 6,413 6,413 5,803

事業名

事業計画 事業の実績

事業（実績）の概要
事業経費

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 2,411

合計 54,068 54,068 48,674

2,411 2,245

2,005
消費者情報センター相談員を市町村に派遣し、消費者相談窓口の指導及び助言を行っ
た。また、食品中の放射性物質に関して、食肉衛生検査所に啓発用スペースの設置・パネ
ル展示等を実施

8,816 食品表示の適正化指導等

48,674

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 2,260 2,260 2,005

2,245
弁護士による消費者相談、消費者に対し積極的な情報開示などに取り組んでいる食品関連
事業者の登録・公表制度の創設、官民協働によるモデル的な啓発事業の実施等

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） 10,175 10,175 8,816

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 11,690 11,690 9,918 9,918
相談員を増員し、消費生活相談業務を強化するとともに、事業者指導を専門に担当する非
常勤職員の勤務日数を拡大した。



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 相談員、事業者指導専門員(勤務日数増加分）の人件費
相談員の増員配置により、市町村相談窓口を支援する一方、
事業者指導専門員の勤務日数を拡大し、法執行体制の強化を
図った。

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

⑧食品表示・安全機能強化事業
パンフレット・チラシ作成費、啓発用物品作成費、消費者団体補助金、講師謝
金、講師旅費、会場借上料、検査用備品購入費等

消費者における食に対する正しい知識の習得及び理解の促進
が図られた。

⑨消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット・冊子等の作成・購入費、消費者まつり委託料等
消費者が、消費者トラブル等に関する情報及び対処法等を知
る契機となり、啓発を促すことができた。

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） 研修旅費・テキスト代等
相談員及び消費者行政担当職員のレベルを向上することがで
きた。

⑦消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤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（拡充） 広報用チラシ作成費、リニューアル費用、携帯用パソコン購入費等 土・日の相談業務の開始。特定商取引法の執行強化。

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名 対象経費（実績） 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）

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）
旅費、検査用品費、啓発資料作成費、検体買上料、検査料、食品表示ウォッ
チャー委託料、食品表示に関する研修実施費用等

食品の安全確保を推進し、消費者の食品に対する安心を取り
戻すことができた。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 謝金（弁護士による消費者相談）、とくしま食の安全・安心協働モデル支援事業委託料等
独自の事業に取り組むことにより、消費者行政の活性化に繋
がった。

図った。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 旅費、備品購入費、パーティション取付修繕費、ポスター・アルミパネル作成費等
相談員の派遣により、市町村相談窓口の充実を支援することが
できた。また、食肉衛生検査所における取組により、放射性物
質に対する消費者の不安の解消を図った。



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）

人

年間研修総日数 人日 年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入希望人数 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 人日

実施形態
研修参加・受入要望 研修参加・受入

事業計画 実績

自治体参加型

参加希望者数 人 参加者数



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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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） 鳴門市・小松島市・阿南市・美馬市・三好市・板野町 1,190 1,189

48 48

909 907

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 東みよし町 108 60

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 小松島市・阿南市・美馬市・板野町・上板町

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

1,631 971

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,249 779

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 実施市町村

事業計画 事業の実績

事業経費

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 美波町・つるぎ町

合計 31,333 30,300

1,780 1,780

30,926 27,996

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,780 1,780

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）

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 鳴門市・小松島市・阿南市・美馬市・板野町・上板町 16,555 16,555

8,745 8,224

18,195 16,258

⑬消費者教育・啓発活性化事業
鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・佐那河
内村・神山町・美波町・松茂町・北島町・板野町・上板町・東みよし町

10,069 9,745

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 消費者に対して消費者トラブル・消費者問題の普及啓発が図ることができた。

⑭商品テスト強化事業

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）

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） 相談員及び消費生活相談窓口の担当者が、国民生活センター等の研修に参加して専門的知識を学ぶことにより、レベルの向上が図られた。

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 平成２２年度、平成２３年度に開設した消費生活センターの機能を強化した。

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） ２地区で消費者相談を実施した。

事業名 事業・機能強化の成果の概要

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）

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

0 千円

積増し相当分 27,788 千円

うち都道府県の基金 27,788 千円

うち管内の市町村の基金計

うち都道府県 48,674 千円

うち管内の市町村合計 27,996 千円

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）
弁護士による法律相談会やセミナーの開催、消費者問題に取り組む団体の活動を助成することにより、地域における消費者行政の活性化に繋
がった。

交付金相当分 76,670 千円

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門の相談員を雇用することができた。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



11．消費者行政決算

12．基金の管理（実績）

平成24年度の基金取崩し額（交付金相当分） 76 670 千円

設置当初の基金残高（交付金相当分） 167,000 千円

平成23末の基金残高（交付金相当分）＋平成24年度の上積み額 178,037 千円

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 79,530 千円 154,989 千円 75,459 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 - 千円 0 千円 -

千円 -

うち基金（交付金相当部分）取崩対象経費 - 千円 76,670 千円 - 千円 0.33

③都道府県全体の消費者行政決算総額 79,530 千円 231,659 千円 152,129

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 24,611 千円 8,918 千円 -15,693 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 - 千円 千円 -

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費 - 千円 27,996 千円 - 千円 0.76

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算総額 24,611 千円 36,914 千円 12,303

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 54,919 千円 146,071 千円 91,152 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 - 千円 千円 -

-

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費 - 千円 48,674 千円 - 千円 0.25

チェック項目

①都道府県の消費者行政決算 54,919 千円 194,745 千円 139,826 千円

平成20年度 平成24年度 前年度差

13．都道府県の消費生活相談窓口

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員総数 8 人 24年度末実績 相談員総数 12 人

人

うち非常勤の相談員 平成20年度末 相談員総数 人 21年度末実績 相談員総数

相談員総数 12 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員総数 人 21年度末実績 相談員総数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 8 人 24年度末実績

平成24年度の基金運用収入（積増し相当分） 59 千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分） 0 千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分） 27,729 千円

平成24年度の基金取崩し額（積増し相当分） 27,788 千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 101,495 千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 50,000 千円

平成24年度の基金取崩し額（交付金相当分） 76,670 千円

平成24年度の基金運用収入（交付金相当分） 128 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）

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）
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 ○ 日額の増額（鳴門市）

人 24年度末実績 相談員総数 8

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員総数 人

人

うち非常勤の相談員 平成20年度末 相談員総数 9 人 24年度末実績 相談員総数 14

相談員総数 22 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員総数 人 24年度末実績 相談員総数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 9 人 24年度末実績

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加支援等

④その他

②研修参加支援 ○ 県外研修への参加支援

③就労環境の向上

①報酬 向 日額 増額（鳴門市）


