
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）

（３）消費生活相談員養成事業

都道府県 市町村 合計

10,551 7,760 18,311

0 807 807

0 0 0

（２）消費生活相談スタートアップ事業

事業名

（１）消費生活センター機能強化事業

0 0 0

6,629 6,629

1,450

（３）消費生活相談員養成事業

0

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0 0 0

1,450

0

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

218 218

（９）商品テスト強化事業 17,180 40,389 57,569

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 0

0 3,014 3,014

（８）消費者教育・啓発活性化事業 19,752 28,514 48,266

（７）食品表示・安全機能強化事業

218

合計

0（12）消費者行政活性化オリジナル事業

50,182（11）一元化相談窓口緊急整備事業 0

218（10）地方苦情処理委員会活性化事業 0

1,574

47,483 140,537 188,020

1,574

50,182

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

消費者行政決算総額 1,957,998

都道府県決算

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

760,040

1,197,958

188,020

10%

都道府県決算

取崩し割合 10%



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

管内全体の研修参加・受入（実績）

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）

③参加自治体 ③参加自治体

自治体参加型

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

事業実施自治体

県 00

追加的総業務量（総時間）

人時間／年人

人

県

管内市町村 24,558

対象人員数
（報酬引上げ）

60
千代田区、文京区、台東区、墨田区、品川区、世田谷区、中野区、北区、荒川区、練馬区、八王子市、青
梅市、府中市、昭島市、小平市、国分寺市、狛江市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城
市、あきる野市

事業実施自治体

人時間／年

人時間／年

人

人管内市町村

県 0

対象人員数計 追加的総費用

29 文京区、墨田区、北区、荒川区、府中市、狛江市、武蔵村山市

人 千円

人 千円

0

管内市町村 78

対象人員数計 追加的総費用

50,182

県 0



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）

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費

事業名 事業（実績）の概要

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

4,146 4,146

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 相談員養成事業

①総合センター及び多摩センターを利用する消費者団体が使用する備品等の整備　②レイアウト変
更工事

10,551 10,551

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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）⑤消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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

特別相談「多重債務110番」のポスター・チラシの作成及び交通広告を実施⑨消費者教育・啓発活性化事業 24,207

⑧食品表示・安全機能強化事業

24,207 19,75219,752

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 元的相談窓口緊急整備事業

マイクロスコープの購入、ヨウ化セシウム放射性セシウム測定装置の購入17,240 17,240 17,180 17,180

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）

45,593 47,483 47,48345,593

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）

合計



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

事業名

①消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費（実績） 事業強化・機能強化の成果

④消費生活相談員養成事業

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）

総合センター及び多摩センターを利用する消費者団体が使用する備
品の整備等をしたことで、センターの機能が強化し利用者の利便性
が向上した。

①パンフレットスタンド、マガジンラック、会議用テレビ、丁合機、自動折機、掲示板等
の購入費
②レイアウト変更工事費

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）

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

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放射能測定器を追加整備したことで、放射性セシウム新基準値に

多重債務１１０番の交通広告にかかる印刷費・広告料
ポスター・チラシの作成及び交通広告により、特別相談「多重債務110
番」を集中的に広報し、都民へ一層の周知を図れた。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

マイクロスコープ、ヨウ化セシウム放射性セシウム測定装置等購入費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

①放射能測定器を追加整備したことで、放射性セシウム新基準値に
対応することができた。②商品の安全性テストの実施能力が向上し
た。

消費生活相談員養成事業 修参加 実地 修受 実績 都道府県実施分 該 する場合 載

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）

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

人日

人

事業計画

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

実施形態

人日
自治体参加型

実績

参加希望者数

研修参加・受入

年間研修総日数

人日

人日

人
法人募集型

年間研修総日数 人日

人日

人

年間研修総日数年間研修総日数

実地研修受入人数実地研修受入希望人数

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）

事業名

事業の実績事業計画

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業経費
基金（交付
金相当分）
対象経費計

事業経費
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）

0

0

0

①消費生活センター機能強化事業（新設） 0

対象経費
計

0

0

7,760

対象経費計

10,327 10,104

0

0

7,760
中央区、文京区、杉並区、北区、足立区、江戸川区、八王子市、三鷹市、調布市、町田市、日野
市 国立市 狛江市 清瀬市 多摩市

861

③消費生活 タ 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） 1 2151 215861

833

0

0

0

,

0

0

0

807

0

807

0

833

, , ,
市、国立市、狛江市、清瀬市、多摩市

福生市、あきる野市

港区 杉並区 板橋区 府中市 町田市 日野市

6,4636,643

0

7,163

861

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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） 949

0

1,215

726

6,138

0

1,333

1,215

0

861

1,593

港区、杉並区、板橋区、府中市、町田市、日野市

中央区、文京区、江東区、品川区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、三鷹市、青
梅市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、日野市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、
清瀬市、羽村市、あきる野市

新宿区、文京区、江東区、品川区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、府中市、昭島市、調布
市、町田市、小金井市、国分寺市、東久留米市

⑬消費者教育・啓発活性化事業

0 0

0⑩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

0 00

41,332 28,514

0

3,014

0

3,686 3,686 3,064

33,80831,386

目黒区、杉並区、荒川区、練馬区、葛飾区、八王子市、三鷹市、青梅市、福生市、清瀬市

中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、品川区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、足立区、
葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、
町田市 小金井市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 羽村

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

41,332 28,51433,80831,386

40,389

218

42,972

218

54,041

171

49,739

171

町田市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、羽村
市、あきる野市、日の出町、大島町

新宿区、墨田区、目黒区、大田区、渋谷区、葛飾区、八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布
市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、稲城市

国分寺市

千代田区、文京区、台東区、墨田区、品川区、世田谷区、中野区、北区、荒川区、練馬区、八王

2,194

0

0

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）

0

1,574

85,046 82,683 50,182

0

0

1,967

50,911

1,638

0 0

0

練馬区、葛飾区、八王子市、国分寺市

千代田区、文京区、台東区、墨田区、品川区、世田谷区、中野区、北区、荒川区、練馬区、八王
子市、青梅市、府中市、昭島市、小平市、国分寺市、狛江市、東大和市、東久留米市、武蔵村
山市、多摩市、稲城市、あきる野市

2,194⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

1,574

181,906

1,967

140,537157,305

1,638

207,247

練馬区、葛飾区、八王子市、国分寺市



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

①消費生活センタ 機能強化事業（新設）

事業名 事業・機能強化の成果の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

消費生活センターのステッカー等を区民に配布することで周知を強化し、区民が問題を抱えた際にすぐに相談できる環境を整えることができた。(中央区）
機材の購入により、啓発が円滑に行われるようになった。(文京区）
バス車体広告の掲出を行ったことにより、広く区民に対し消費者センターの周知PRにつなげることができた。（杉並区）
区内循環バス広告 路線バス車内放送により インタ ネ トなどの情報収集手段を持たない区民 広く周知ができた （北区）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

区内循環バス広告、路線バス車内放送により、インターネットなどの情報収集手段を持たない区民へ広く周知ができた。（北区）
広報紙の全戸配付により相談窓口の周知と生活展の周知が図れた。（足立区）
バス車内放送により消費者センターの案内及び注意情報を発信し、周知ができた。（江戸川区）
デジタル一眼レフカメラにより、広角的な撮影、高画素数により、広報掲載にもクリアに表示できた。パネルフレームを活用し、出張パネル展やイベントでのパ
ネル展示、常設のパネル展示ができた。（八王子市）
自転車2台の購入により、地域への出前啓発講座の利便性が高まった。（三鷹市）
クリアフォルダーを配布、各家庭で使用してもらうことで相談窓口の周知が図れた。（調布市）
消費者に消費生活情報を提供するため 手段である図書貸出 ため 充実が図れた また 相談員が必要とする図書 購入により専門性が向上し

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費者に消費生活情報を提供するための一つの手段である図書貸出のための充実が図れた。また、相談員が必要とする図書の購入により専門性が向上し
た。（町田市）
相談室資料購入により相談業務にあたり詳しい情報提供ができるようになった。路線バスの車内音声啓発により相談室の存在が以前より周知された。（日野
市）
２４年度より権限委譲された、家庭用品品質表示法に係る立ち入り検査において使用するデジタルカメラを購入し、正確な検査を行うことができた。（国立市）
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ検索PC（Wimax含む）、ﾛｯｶｰ、ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ、ｶﾒﾗ、執務参考図書を新しく揃え、またｲｽと折り畳みﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄの不足分を補充したことで、消費生活相
談コーナーの機能を強化した。相談コーナー名入りのｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝを配布し、市民に周知をできた。（狛江市）
参考 書 購 層 相談業務等 実 （清瀬市）

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 プ事業
文書庫を拡充することで、余裕を持って文書や相談記録を保存することができ、業務の円滑化につながった。また、パンフレットラックを通してPRに注力した

機 化 相 名
参考図書を購入し、より一層の相談業務等の充実が図られた。（清瀬市）
調理室や科学室の備品に対し、利用者からの様々な要望に対応できた。また相談室の電話機には、お待たせ機能を付けた事で、別の相談に対応中で電
話に出られない際の案内ができるようになった。（多摩市）

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）

法律の解釈が必要となる案件や、斡旋交渉が難航する複雑な案件に対して、業者への対応・交渉方法に活用できた。法律家の視点・意見・法律による後押

書庫 拡充す 、余裕 書 相談記録 保存す 、業務 円滑化 。 、 ッ ッ
ことで、相談室や消費生活問題を広く周知できた。(福生市）
相談室の環境を整えることにより、相談業務を円滑に進めることができた。（あきる野市）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

法律 解釈 要 案件 、斡旋交渉 難航す 複雑 案件 対 、業者 対 交渉 法 活用 。法律家 視 意見 法律 後押
しを受けて、斡旋交渉にあたることができた。(港区）
専門家による研修講義により相談員のレベルアップが図られ、より複雑高度な相談対応に資することができた。（杉並区）
相談員の交渉力のアップ及び、職員の区民に対する啓発業務の強化につなげる事が出来た。また、消費者相談で必要な場合には適時事例について、助
言を受けられる連携関係を構築でき、具体的な問題解決につなげる事が出来た。（板橋区）
専門家の講義により相談員のレベルアップを図ることができ、より高度な相談対応ができた。（府中市）
弁護士から講義を受け、また多くの質問に対し回答を得ることで、相談業務に活かすとともに、相談員・職員が法律の知識を深めることができた。（町田市）
弁護士による身近な話題または事例に関する研修を受けることができ実務的に利用度の高い知識が身についた。（日野市）

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）

弁護 による身近な話題または事例に関する研修を受けることができ実務的に利用度 高い知識が身に いた。（日野市）

東京都や国民生活センターが主催する研修又は民間が企画する研修に参加することにより、相談員の知識が深まり、相談対応力を向上することができた。



消費生活相談員が法的な問題について弁護士に相談した上で、効果的に事業者に対応できた。また、相談員と弁護士の両方に相談できることで、相談者
の利便性が向上した。（新宿区）
弁護士及び専門家のアドバイスにより、相談に的確な対応をすることができた。（文京区）
相談者に的確な解決策を迅速に伝達することができ、相談解決処理能力が向上した。(江東区）
電話で弁護士からアドバイスを受けることができるので、問題の早期解決につながり、相談業務の時間を大幅に短縮することができた。（品川区）
弁護士の視点や意見を得ることにより相談内容が充実した。（足立区）
弁護士アドバイザー事業の実施したことにより、相談業務における窓口対応の効率化に役立った（葛飾区）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

弁護士アドバイザ 事業の実施したことにより、相談業務における窓口対応の効率化に役立った（葛飾区）
弁護士を活用して、高度専門的な相談対応力の強化。（江戸川区）
アドバイザー研究会（弁護士を活用した広域的な相談事例の研究及び情報共有の場）を既存年1回の実施に加え、さらに、追加で1回行うことにより、相談員
の意思統一及び法律的、専門的な知識の習得に役立った。（三鷹市）
弁護士のアドバイスを受けることで、自信を持って相談に対応することができるとともに、相談者へ綿密な対応をすることができ、問題の早期解決に繋がっ
た。（府中市）
法律的な相談内容に対して、即時、弁護士からの電話等による適切なアドバイス等が可能となり、相談者の早期問題解決ができるようになった。このことによ
り相談窓口業務の高度化が図られた （昭島市）り相談窓口業務の高度化が図られた。（昭島市）
弁護士から助言を受けることにより，法的判断が必要な場合でも，迅速な解決が図れるようになった。（調布市）
弁護士から必要なときに的確なアドバイスが受けられるので、判断に迷うことが少なくなり、早期解決につながっている。また、相談員の心理的負担が軽減で
きた。（町田市）
高度、専門的な相談に対して対応力が強化し、迅速な解決が図れた。（小金井市）
法律に関するアドバイスを弁護士から直接受けることにより、複雑な案件について早期解決を図ることができた。また、出張による相談・意見交換を実施する
ことにより相談員のレベルアップにもつながっている。（国分寺市）
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の実施につながった （東

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

食に関するシンポジウムの開催1回 講座の開催1回 施設見学会の実施１回した 食に対する衛生意識の向上が図られ 区民の食に対する安心 安全を確

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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の実施につながった。（東
久留米市）

⑫食品表示 安全機能強化事業

食に関するシンポジウムの開催1回、講座の開催1回、施設見学会の実施１回した。食に対する衛生意識の向上が図られ、区民の食に対する安心・安全を確
保することができた。（目黒区）
区民を対象とした食の流通経路等の見学会を実施することにより、食の安全安心への理解を深めるとともに啓発につながった。（杉並区）
講座を開催することにより、産地表示など食品表示の見方について意識啓発ができ、安全で安心な食生活を営み、食品による消費者被害防止が図られた。
（荒川区）
食の安全をテーマに講座を開催し、消費者が消費行動を変えることの重要性を伝えることができた。また、啓発用資料を保健所主催の食の安全安心講座等
で配布し、食の安全に関する意識の高まりに応えることができた。（練馬区）
セミナ の開催により食の安全 安心に対する正しい知識の普及が図れた （葛飾区）⑫食品表示・安全機能強化事業 セミナーの開催により食の安全・安心に対する正しい知識の普及が図れた。（葛飾区）
食の安全に関する消費者教育推進講座の開催（年1回）により、市民に対し、食への安全知識の充実を図ることができた。（三鷹市）
食の安全・安心について、平成２５年２月に広報特集号を発行し、約43,500世帯に配布し、消費者講座や公共施設等での配布も行い啓発した。また、リーフ
レット「食品放射物質についてきちんと理解しましょう」および「食の安全安心ガイドブック」を購入し、各種消費者講座で配布し啓発を行った。（青梅市）
土井善晴氏に食の安全、食品表示及び食育について講演していただき、消費者セミナーに参加したことのない多くの人にも消費者啓発を行えた。（福生
市）
講座開催により、遺伝子組み換えなど食の安全への理解が深められ、市民の意識啓発が出来た。（清瀬市）



話題となっている消費者情報等のパネルを展示することで、消費者教育・啓発の一層の強化を図ることができた。（中央区）
消費者力検定講座を受講し結果の出る検定試験を受けることにより、受講生の消費者問題への意識が高まり、次のステップの消費者カレッジ受講につな
がった。・1年間かけて学習する消費者カレッジでは、より深く消費者問題を学ぶ機会を提供できた。・推進員育成業務委託では、専門機関の専門家の系統
的な指導により、より高度な技法を習得し、出前講座の啓発活動の内容が充実した。（港区）
震災の影響等による魚介類汚染をテーマとしたシンポジウムを開催し、消費者の正しい現状理解を促進した。また、消費生活団体の活動成果をパネル展に
より発表し、消費者に様々な消費者情報を周知できた。（新宿区）
啓発品の配布により、消費者被害の防止について広く啓発することができた。（文京区）啓発品の配布により、消費者被害の防止について広く啓発することができた。（文京区）
冊子を配布することにより、消費者問題への意識が高まり、様々な形で有効活用され被害防止や救済につながった。（台東区）
リーフレットや啓発物品をイベントや講座などで配布し、消費者被害を未然に防いだり、消費者センターの存在などを知ってもらえるきっかけをつくった。（品
川区）
区内消費者団体に事業委託し、生活者の視点で主に高齢者向けの消費者被害未然防止のための啓発、注意喚起を行った。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）
消費生活サポーターの育成を通じ、サポーターとの協働で出前講座等消費者啓発の拡充が図られた。（杉並区）
啓発資料を配布することにより 情報提供・普及啓発ができ 消費者問題への意識が高まった 高年者クラブでの講座で学習機会の提供ができ 地域の消啓発資料を配布することにより、情報提供・普及啓発ができ、消費者問題への意識が高まった。高年者クラブでの講座で学習機会の提供ができ、地域の消
費者被害防止の取り組みにつながった。（荒川区）
くらしのサポート隊の啓発活動を支援するため、交通実費ならびに傷害保険料の負担軽減を図ることで、各種イベントや打合せ会への参加者の増など、より
多くの協力が得られた。（板橋区）
啓発グッズの配付により、クーリングオフ等の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。（足立区）
消費生活展４０周年記念シンポジウムの開催・啓発用ボードゲームの作成等により、多くの区民に向けた情報提供、普及啓発だけでなく消費者団体との連
携強化も図れた。（葛飾区）
合理的な消費行動の促進及び被害未然防止のための大規模消費者講座を開催 （江戸川区）合理的な消費行動の促進及び被害未然防止のための大規模消費者講座を開催。（江戸川区）

消費者力アップ講座により、市民の消費者力向上に寄与できた。町会・自治会連合会と連携し、悪質商法被害防止の講演会が実施できた。悪質商法被害
の未然防止につなげる活動ができた。講座、パネル展、イベント等で啓発グッズを活用し、不安なこと、困ったときに消費生活センターへ相談するという啓発
活動ができた。（八王子市）
周知媒体を増やすことにより幅広い参加者を集めることができた。・ケーブルテレビやシティビジョンに映像を流すことにより消費者被害の掘り起こしを図り、
消費生活センターに繋ぐことができた。（立川市）
消費者被害防止リーフレットの配布により、消費者被害の未然防止につながった。消費生活関連ＦＭ放送により、幅広い層へ消費者教育や消費者被害防⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止リ フレットの配布により、消費者被害の未然防止につながった。消費生活関連ＦＭ放送により、幅広い層 消費者教育や消費者被害防
止の啓発を行うことができた。（武蔵野市）
消費者被害防止のための啓発グッズを作成し、消費生活展等で配布・掲示することにより、多数の幅広い年齢層への消費者相談室の周知及び悪質商法被
害防止の啓発を行うことができた。（三鷹市）
市内全域の自治会隣組へ消費者被害防止啓発内容が印刷されている回覧板を配布し啓発を行った。（青梅市）
相談事例集等の啓発資料などを作成し、各関係先に配布することで、より効果的な啓発活動を行うことができた。（府中市）
高齢者等被害防止リーフレットに本市の啓発内容を更に追加印刷し、老人会、自治会、民生委員に配布し、消費者被害未然防止に努め消費者の意識向
上が図られた。（昭島市）上が図られた。（昭島市）
金銭教育講座開催により、お金やものの大切さを親子で学ぶ機会を提供することで、家庭での金銭教育の取組への促進にもなった。消費者被害防止のた
めの冊子を作成し、市内各施設のほか、市立中学校３学年全員に配布し、市民が生活を送るうえでのトラブル防止に役立てた。（調布市）
情報誌の発行により、市民に注意喚起をすることができた。また、様々なテーマの講座を実施することで、学習の機会を提供することができた。（町田市）
相談事例集を、消費講座、消費生活展等で配布することで、相談室の認知度を上げることが出来た。（小金井市）
名入りの小冊子を配布し、被害防止につながった。様々なテーマの講座を実施することで、学習の機会を提供することが出来た。（東村山市）
地域の大学と連携を図り、消費者の自立支援の一環として「市民のための契約法講座」を実施。これにより、市民の契約法に関する知識の向上を図ることが
できた。（国分寺市）できた。（国分寺市）
消費者啓発のデザインがなされた自治会向け回覧板を配布し、市報やホームページを見ていない層へ新規に啓発を行うことができた。また、他の媒体で情
報を得ている市民にも重ねて啓発を行うことができた。　（国立市）
リーフレットを充実させ消費者被害を未然防止につながった。また、消費者セミナーの講師の質を高めたことにより、より有益な情報提供を行えた。（福生市）
様々なテーマの講座を開催することで、市民に対し、広く学習の機会を提供することが出来た。また、狛江駅の電飾掲示板掲示及び啓発用グッズを配布し、
市民には注意喚起された。（狛江市）
啓発グッズの配布により、悪質商法等に関する効果的な注意喚起、市民の消費生活に関する意識の向上を図ることができた。（東大和市）
消費者被害防止のチラシちえのわ・相談事例集を発行することにより、被害防止の意識啓発につながった。（清瀬市）消費者被害防止のチラシちえのわ・相談事例集を発行することにより、被害防止の意識啓発につながった。（清瀬市）
消費者被害防止啓発用図書作成、消費者被害防止啓発用用品作成（マグネット）、消費者被害防止啓発用用品作成（LEDリフレクターライト）（羽村市）
講座の参加者一人ひとりが消費者被害や消費生活について正しい知識を持つことにより、悪質商法被害の未然防止と被害拡大防止を図ることができた。
（あきる野市）
消費者啓発パンフレット（若者）を作成し窓口配布（５００部）し、消費者被害を未然に防止するため効果があった。（日の出町）
誰もが使い、目にするトイレットベーパーと一緒に被害防止啓発パンフレットを配布し悪徳商法や、振り込め詐欺に対する知識が高まった。（大島町）



放射性物質検査によって区民が持ち込む食品の安全性を確認することで、区民の食品に対する不安を軽減することができた。（新宿区）
食品放射能測定の実施、結果の公表を通して、情報を得ることで、区民の食生活の安定に役立った。（墨田区）
給食の食材の放射線量を測定、確認することにより、区民の食に対する安心を確保することができた。 （目黒区）
印刷室兼倉庫を放射性測定室に改修工事をし、放射能測定装置としてEMF211型ガンマ線スペクトロメータを購入し、食品に含まれる放射性物質の簡易測
定が可能となった。区民団体に事業委託をし、受付業務から測定・測定結果の説明を行い、消費者の食に対する安全性のアピールに繋がった。（大田区）
国の新しい安全基準に即した給食食材の放射能測定を行い、結果を公表することにより、区民の放射能に対する健康不安の解消に寄与した。（渋谷区）
食品の放射性物質検査の実施により区民の不安解消に役立った。（葛飾区）

⑭商品テスト強化事業

食品の放射性物質検査の実施により区民の不安解消に役立った。（葛飾区）
市内の保育園、小中学校等の給食の放射性物質検査を実施し、市内で提供している給食等の安全が図れた。（八王子市）
保育園及び小中学校給食の放射性物質検査を実施することにより、保護者の安心と子どもの安全を図ることができた。（立川市）
給食食材の放射性物質検査を実施したことで、消費者の食品等に対する一層の安全・安心を確保することができた。（府中市）
地場野菜の放射性物質の検査を毎月２検体を実施した結果、全て異常数値は検出されなかった。この結果については、市の広報及びホームページで広く
消費者に公表し地場野菜の安全性を図ることができた。（昭島市）
市立保育園、学校における給食食材の放射性物質測定の実施により、保護者の不安を解消し、子どもたちが安心して学校生活を送ることができた。（調布
市）市）
給食で実際に使用されている食材の放射性物質検査を実施することで、保護者の不安を解消し、食の安心・安全の確保を図ることができた。（小平市）
給食食材の放射能測定を実施することで、食品の安全性を確認することができ、安心して給食を利用して頂くと同時に、食の安全に関する意識啓発につな
がった。（東村山市）
検査室の修繕等により、検査室の室温管理が安定し、測定環境の改善を図ることができた。（国分寺市）
放射能の影響で給食等を辞退している保護者が給食を再開するなどの成果が生じており、外部機関での精密測定の積み重ねにより保護者の食に対する
安心感に寄与できた。（国立市）
貸与を受ける放射能測定器により安全検査を行い、食の安全を確保できた。（東大和市）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

貸与を受ける放射能測定器により安全検査を行い、食の安全を確保できた。（東大和市）
検査結果を市内の小学校児童、中学校生徒の保護者に対し公表したことにより、学校給食の安全・安心な給食提供について理解が得られた。（武蔵村山
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を検査し、市民の食の安心・安全を確保することが出来た。（稲城市）

被害救済委員会により，当市消費生活条例に基づく不適正な取引行為の基準関する事項について，審議を行った。これにより同基準について４月告示を
予定している。（国分寺市）



１日当たり相談員数を増やし相談１件１件に真摯に対応できる体制を構築、相談員の負担軽減と、各方面との相談・啓発の連携強化につながった。（千代田
区）
複雑多様化している消費生活相談等に対応することができた。（文京区）
相談員を増員した結果、相談者の待ち時間などが軽減できスムーズな解決につながった。また、時間を延長したことにより、より相談しやすい態勢が整えら
れた。（台東区）
相談員を増やしたこと及び勤務時間の延長により、相談者に対する緻密な対応やあっせん対応の充実をはかることができた。（墨田区）
相談員の勤務に数を増やすことにより、円滑な相談業務が可能となり、相談業務を充実することができた。（品川区）相談員の勤務に数を増やすことにより、円滑な相談業務が可能となり、相談業務を充実することができた。（品川区）
相談員を増員したことにより、増加する相談への迅速な対応など相談体制の充実・強化が図られた。（世田谷区）
身近な相談窓口として相談時間を拡大し、相談員の勤務時間及び勤務日数を増やし体制を強化したことで、高度化・困難化している相談業務を円滑に実
施できた。PIO-NETへ入力も迅速に行うことができた。(中野区）
相談窓口体制を３名から４名に整備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した。（北区）
消費者の苦情相談への対応強化とともに、消費者行政全般の円滑な対応が図られた。また、消費生活相談員の増員により研修等への参加機会が確保さ
れ、相談員の資質向上が図られた。 （荒川区）
相談員の負担軽減と相談対応のスキルアップができた。Ｐｉｏｎｅｔの登録までの入力期間が短縮され、迅速な情報収集に寄与した。（練馬区）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

相談員の負担軽減と相談対応のスキルアップができた。Ｐｉｏｎｅｔの登録までの入力期間が短縮され、迅速な情報収集に寄与した。（練馬区）
Ｈ２３から実施している土曜日来所相談が、引き続き実施対応できた。土曜日来所相談は、市民ニーズもあり定着してきた。（八王子市）
勤務時間を１日３０分延長し、月２回(第２・第４火曜日)相談時間を６時まで延長することにより、相談員の年間勤務日を延２２日増やし、相談業務の充実が図
れた。また、消費者相談ダイヤ ル、次期パイオネット等の事務処理のため、再任用職員１人、臨時職員１人の２人を新規に配置し体制強化を図った。(青梅
市）
相談員報酬を増額し、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繋げることができた。（府中市）
週２日月６日間の２人体制を実施した。このことにより相談員の事務量（ｐｉｏ－ｎｅｔ）の軽減が図られた。また、月１回の全体会議を半日増加することで、相談
案件の検討・調整がスムーズ化が図られた。（昭島市）案件の検討 調整がスム ズ化が図られた。（昭島市）
相談員が毎日2人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した。（小平市）
消費生活相談件数は年々増加傾向にあり、内容も複雑化してきている。相談日を増やしたことにより相談室の強、市民サービスの向上が図れた。（国分寺
市）
相談時間を１時間延長し、報償単価を100円上げることで、体制が強化され、相談業務を円滑に行うことが出来た。（狛江市）
消費生活相談日を週２回から３回に拡充したことで、相談件数の増加に対応、相談員の事務処理等が効率化された。（東大和市）
相談処理や事務量が増加したため、相談員１名を増員した体制を維持し、月曜日と火曜日を相談員２名体制で行った。その結果、相談者の待ち時間を軽
減できるなど相談体制が強化した。(東久留米市）

通信講座受講生の意識が高まり 地域のサ クルや所属団体での情報提供などの自主的な活動が見られるだけでなく センタ 事業 の参加意欲も高

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）

減できるなど相談体制が強化した。(東久留米市）
相談員の日当を８，９２０円から９，６００円に増額し、処遇の改善が図れた。（武蔵村山市）
週当たり1人／日の相談員体制増強により、PIONETの入力事務などを業務負担が軽減できた。（多摩市）
消費者 開 増加が 消費者 ら 苦情相談 応す 相談 を （ 金） 拡充 土曜 休 相

通信講座受講生の意識が高まり、地域のサークルや所属団体での情報提供などの自主的な活動が見られるだけでなく、センター事業への参加意欲も高
まった。（練馬区）
専門家による特別相談により消費者被害の未然防止、拡大防止に効果があった。（葛飾区）
消費生活法律相談の実施で、法律の専門家である弁護士により、法的根拠に基づいた相談対応ができた。（八王子市）
消費生活審議会において、当市の消費者行政の方向性や問題点について審議を行っている。現在も国分寺市が取り組むべき消費者行政施策について審
議を進めている。（国分寺市）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

10．今年度の基金取崩し実績額 .

　 千円

千円うち管内の市町村合計

188,020

47,483

140,537

千円交付金相当分

うち都道府県

　

うち管内の市町村の基金計 0

0

0

積増し相当分

うち都道府県の基金

千円

千円うち管内の市町村合計 140,537

千円

千円



11．消費者行政決算

0.06

①都道府県の消費者行政決算

チェック項目

-

0 千円 47,483うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

744,664

-

平成24年度

千円

千円

760,040

前年度差

千円

千円

15,376千円

平成23年度

0

-

-32,107

124,203

千円

千円 -

0.12

-

-

1,197,958 千円

千円

-

712,557

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

-千円

-千円

千円140,537

千円

千円千円

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

744,664

1,073,755

千円

139,579

-千円

1,073,755

0

--

-16,334

-

0.10

-

1,957,998 千円

188,020

1,818,419

千円

千円

千円

千円

千円

1,057,421

-- 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

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）取崩対象の定数内職員の時間外勤務手

11－2．消費者行政決算②

-

179,328千円

千円

1,590,650 -

-千円

千円

-

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 1,769,978

-

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

人

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

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

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 人

人

人

人

人

うち管内市町村

うち都道府県

千円

千円うち都道府県

人

人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 0

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 10

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費 1,769,978

％

千円

千円

千円うち管内市町村

千円うち管内市町村

1,057,421

うち都道府県 712,557

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 12 ％

6うち都道府県 ％

10 ％



12．基金の管理（実績）

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）

千円

1,200,000

145,780

千円

千円

188,020

※光交付金の利息も含め基金の運用益としていたため、光交付金の清算に伴い計算

15,706 千円平成24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） 千円

千円△ 1,032

平成24年度の基金増額分（交付金相当分） 58,978 千円

平成24年度の基金運用収入（交付金相当分）

188,020

千円

千円

千円

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

千円平成23年度の基金運用収入（積増し相当分）

0

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（積増し相当分）

0

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成24年度の基金運用収入（積増し相当分）

千円

千円

13．都道府県の消費生活相談窓口

40

人

24年度末実績 相談員総数人

人

平成23年度末

24年度末実績

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

人

人

相談員総数

24年度末実績相談員総数消費生活相談員の配置

平成23年度末 相談員総数

40

40

人

相談員総数

40相談員総数

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）

処遇改善の取組

相談員総数

40

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

具体的内容

平成23年度末うち定数外の相談員 人

うち委託等の相談員 平成23年度末

40相談員総数

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

③就労環境の向上

④その他

③就労環境の向上



15．管内市町村の消費生活相談窓口

相談員総数 1

24年度末実績消費生活相談員の配置

相談員総数人うち定数内の相談員 23年度末実績 人24年度末実績

人 相談員総数23年度末実績 相談員総数 229

1

226 人

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）

うち委託等の相談員 23年度末実績

相談員総数 1

うち定数外の相談員 23年度末実績 相談員総数 219

相談員総数人うち定数内の相談員 23年度末実績 人

人 24年度末実績

人人 24年度末実績 相談員総数

人

9

24年度末実績

相談員総数 216

1

相談員総数 9

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）

時給単価の引き上げ（墨田区）

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 ○

②研修参加支援 ○

中央区、文京区、江東区、品川区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、日野市、東村山市、国分寺市、
狛江市、東大和市、清瀬市、羽村市、あきる野市

国民生活センター、消費生活センター等の研修参加費を支援　等

③就労環境の向上 ○
相談員用の資料の整備（町田市、日野市、清瀬市）
相談用インターネット検索PC、ヘッドセット等相談用機器の充実（狛江市）

④その他


