
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（交付金相当分）

（単位：千円）

２．消費者行政決算見込み額及び今年度の基金取崩し額

（単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

37.6

36.3

％

％

別　紙

0

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

４.消費生活相談体制整備事業

88,242合計

35,038６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

25,394

1,122

事業名

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

0 0 0

1,122

3,954 2,048

0 15,266 15,266

6,002

都道府県 市町村 合計

0 5,420 5,420

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

234,531消費者行政決算総額（見込み）

基金取崩し額

21.4               ％

20.4               ％

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

83,242

60,432

40,114 48,128

0 0 0

取崩し割合

67,292

167,239

88,242



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．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 千円

人 千円管内市町村 30

県 0

対象人員数計 追加的総費用

事業実施自治体

栃木市、佐野市、大田原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、壬生町、野木町、那須町24 14,933

県

30,633

管内市町村 10

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

－

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

日光市、大田原市、矢板市

管内市町村

県

人日 人日

事業実施自治体

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

人

人日



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）

1,000

3,930

事業の実績

事業（実績）の概要

29,321

・町における消費生活センターの設置及び設置後の運営を支援するため、経験豊富な県の消費生活相談員を派遣
し、窓口相談業務のノウハウ等を助言
・市町の消費生活相談業務に資するため、弁護士等をアドバイザーとしたブロック別会議を開催

45,601

29,038

3,954

1,122

・複雑・多様化する消費者問題に対応し、消費者被害を防止するため、消費者教育・啓発及び消費者行政の広報・
周知を実施
・地域において消費者啓発活動を行う人材を育成するための研修会の実施

1,481

事業経費

43,205

・地域の消費者団体等と協働し、消費生活に関する講座や寸劇などの出前講座を実施

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

合計

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

30,290

3,959

5,352

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

事業計画

3,959

1,000

交付金相
当分対象

経費
事業経費

交付金相
当分対象

経費

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２６年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

1,000

29,516

1,000

5,000 5,000

40,11440,956

3,954 市町の消費生活相談員及び消費生活相談窓口担当職員等のスキルアップ研修会等の実施

・消費者が食と放射能に関する正しい知識を身に付け、県内農産物等をはじめとする食の安全安心に関する理解
を深めることにより、風評被害を払拭するイベントの開催5,000 5,000

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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

テレビ・ラジオ・映画館ＣＭ製作委託料、新聞掲載広告料、啓発演劇委託料、啓発講座・イベント
等開催委託料、ラッピングﾊﾞｽ運行委託料、路線バスへの啓発ステッカー掲示委託料、鉄道掲示
委託料、啓発講座等講師謝金、講師旅費、会場借料、放射性物質簡易検査に係る検査機器の保
守点検委託料、検査に係る消耗品費等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

対象経費（実績）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

事業名

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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：254名受講）、関係法令等研修（５回：332
名受講）、通信講座（82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、行政が一体となって
「消費者のつどい」を開催したほか、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、啓発効果の強化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。
・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、県内劇団に委託し消費者
被害防止啓発演劇を小学校やシルバー大学校等で上演（36箇所）して、8,221
名が鑑賞し、消費者教育・啓発を図ることができた。
・県内大学において「とちぎ消費者カレッジ」（11会場688名参加）を開催し、基
調講演やパネルディスカッション等を通じて、若者が消費生活に必要な基礎知
識を身に付けられるよう支援した。
・消費者啓発ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽの運行（1台）、路線ﾊﾞｽ消費者啓発ｽﾃｯｶｰの掲示(86
台)、鉄道広告（７路線）を行い、消費生活センターや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・映画館CM等各種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。
・消費者被害防止のため、啓発用タブロイド紙を製作し、新聞折り込みにより県
内全戸（67万戸）に配付した。
・地域において消費者啓発活動を行う「くらしの安心サポーター（２９６名）」を対
象に、最新の消費者問題等の情報を提供する研修を実施し、地域での活動を
支援した。
・商品テストの一環として、放射性物質簡易検査を実施(平成25年度実績：34検
体)し、消費者の安全・安心に寄与することができた。

・開設後２年以内の町消費生活センターに経験豊富な県の消費生活相談員を
派遣し、窓口相談業務のノウハウ等を提供することにより、町消費生活センター
の適切な運営を支援することができた。
・市町の消費生活相談員等を対象として、弁護士等をアドバイザーとした消費
生活相談情報ブロック会議を開催し、相談事例のケーススタディを通じて、市町
の消費生活相談業務を支援することができた。

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費等

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）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２６年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

相談員旅費、講師謝金

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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）

実績

人

人日人日

年間研修総日数人日 人日

参加者数

･県全域で活動している消費者団体との協働により、消費生活の基礎知識や消
費者問題等に関する講話や寸劇、紙芝居等の出前講座を実施し、高齢者を中
心とした一般消費者に対し、分かりやすく効果的な啓発を実施することができ
た。

自治体参加型

参加希望者数

人

年間研修総日数

人

出前講座委託料

実地研修受入人数

年間研修総日数

事業計画

人実地研修受入希望人数

法人募集型

年間研修総日数

実施形態

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（事
業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
駆的事業）

研修参加・受入要望 研修参加・受入

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先
進性・モデル性の高い事業）

風評被害防止イベント開催委託料
・風評被害の払拭に資するためのイベントを開催（参加者1.300名）することによ
り、消費者が食と放射能に関する正しい知識を身に付けるとともに、生産者と消
費者が交流を深めることができた。



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）

5,378

日光市、小山市

足利市、日光市

栃木市

栃木市、芳賀町

66,044

5,466

49,021

5,348

3,838

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、大田原
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、野木町、岩舟町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

栃木市、佐野市、日光市、大田原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、下野市、上
三川町、益子町、壬生町、野木町、那須町

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、大田原
市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、壬生町、野
木町、那須町、那珂川町

20,221

916

栃木市、佐野市、矢板市、下野市

2,389

826

50

交付金相
当分対象
経費計

事業経費

3,684

916

実施市町村

50

佐野市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、下野市、上
三川町、益子町、高根沢町、那須町

916

3,838

事業経費

826

67,257

5,348

126 126

820820

3,684

916

事業の実績事業計画

交付金相
当分対象
経費計

5050

126

2,159

15,624

20,134

2,195

48,128

1,998

15,266

19,890

126

32,802

19,985

33,543

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

合計

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

・弁護士を招き、相談窓口を強化するため具体的事例や相談実務に関する研修会を実施することが出来た。
・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。

・消費者問題専門家を講師とする講演会を開催し、相談員の資質向上を図ることが出来た。

・関係法令研修等への参加により、消費生活相談員及び行政職員のレベルアップを図ることができた。
・県・国民生活センター等主催の相談員対象の研修会に参加することにより、相談員の資質向上を図ることが出来た。
・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。
・相談員のレベルアップを図るため研修参加を支援し、日本消費者協会等実施の研修の受講により相談員が知識を広めることができた。
・年複数回の研修が可能になり、各相談員のレベルアップが図れた。
・消費生活相談内容が複雑化している現状から、国セン等で実施される研修は有効で、受講することにより相談員の資質向上が図られた。
・消費者行政担当者が、研修に参加し専門的な事例や対応方法などを学ぶことで、能力や知識が向上した。

事業・機能強化の成果の概要

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

・消費生活相談員の増員により、消費生活相談体制の充実を図ることが出来た。
・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。
・相談内容の複雑化及び相談件数の増加により業務時間が増加したが、出勤日数を増やすことにより対応できた。
・相談員の報酬引き上げにより、安定的な任用確保による専門知識や実務経験の習得を可能とすることで、積極的な悪質業者とのあっせん対
応による相談者の被害救済に貢献できた。
・相談員２名体制で、さらに相談業務の充実を図った。
・有資格の消費生活相談員をセンター開設日に毎日配置することにより、相談窓口の充実と整備が図られた。
・消費生活センターの開所時間延長により、相談受付体制の強化を図った。
・センターに専門の相談員を設置することで、町民の消費生活における安定及び向上に貢献することができた。
・相談員を２名にしたことで、相談員の負担が軽減された。
・相談員を２名配置したことで、地域住民の相談に対応できている。
・勤務時間を拡充し、消費生活相談員を２名設置することで、消費生活センター機能の充実を図ることができた。

⑧消費生活相談体制整備事業

・食品中の放射性物質簡易検査体制の充実を図ることが出来た。
・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。
・検査機器の保守点検や検査に係る消耗品の購入により、円滑な検査体制の構築を可能とすることで、消費者における一般食品等への不安
払拭につなげることができた。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

・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。
・相談室の拡充を行い、相談体制の強化を行った。
・参考図書を購入することで知識を広め、相談業務に生かすことができた。
・窓口用パソコンを整備することにより、インターネットトラブル等に関する相談対応がスムーズに行えるようになった。
・センター周知用の消耗品を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。
・参考図書の購入による相談員の専門知識向上により、巧妙化・複雑化する悪質商法や特殊詐欺関係の相談対応を可能とすることで、消費
生活センター機能の強化を実現した。
・消費生活センターの事務機器の充実や相談室の防音化により相談しやすい環境を整えることができ、相談業務の円滑化が図られた。
・路線バス車内に広告を掲示することにより、消費生活センターの活用について広くＰＲすることができた。
・センターのチラシを配布することにより、周知徹底が図られ市民が気軽に相談できる環境を整備した。
・PIO-NET端末機等の導入に伴い、窓口を整備することで、事務がより円滑にできるようになった。
・玄関が素通しガラスで相談者が落ち着かなかったのがフィルムを貼ることで解消され、電話録音機設置で確実な相談記録が作成出来るよう
になった等、センターの機能がより充実した。
・電話用音声ガイダンス機器を設置することにより、消費生活センター機能の強化を図ることができた。



・消費者問題に取り組む団体の活動への支援を通じて、地元団体との連携の強化が図られた。
・食品表示・安全の消費者への啓発活動

・ミニハンドタオルの活用により，広く市民に相談窓口の周知を図ることができた。
・情報誌への広告掲載やパネル，パンフレットの活用により，消費者被害の未然防止を図ることができた。
・講演会の開催により，受講者の「家族を守る食品知識」についての理解が深まった。
・消費者の安全・安心を確保するための消費者被害防止用パネル、パンフレット、啓発用絆創膏、回覧板を購入することが出来た。
・既存の啓発に加え、消費者啓発用冊子やリーフレットを作成し、出前講座などで配布した。
・センターに多く寄せられる事例を紹介したチラシを市内全戸配布し、啓発に努めた。
・食品表示を知るため、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、高齢者等を対象とした寸劇などの啓発活動を実施した。また、パンフレットやDVDを啓発活動に活用した。
・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、消費者啓発消費者被害防止寄席の開催
・消費生活講座や街頭啓発活動での講話やパンフレット・啓発品の配布を通じ、消費者問題への関心を高めた。
・食品の放射性物質検査を行うことにより、消費者に食の安全を提供できた。
・ターゲット（新成人・高齢者・各世帯等）に見合った啓発物品の購入配布により、消費者被害の未然防止や消費生活センターの周知強化を
実施した。
・食品の放射性物質簡易検査の実施や検査結果の広報掲載により、市民の不安解消を図ることができた。
・消費者まつり、消費者啓発講演会、消費者教育講座等の実施により、消費者被害防止に係る注意喚起及び消費生活知識の向上を図ること
ができた。
・消費啓発品の配布等を通して、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）の設置を町民に対し広く周知するこ
とができた。
・啓発用回覧板を作成、配布して、注意喚起を促すことができた。
・消費者問題解決に繋がる講演会の実施、相談や注意を促す啓発活動に繋がった。
・消費者の安心・安全を確保するため公共機関・イベント等で啓発物品（救急絆創膏STOP！悪質商法）を配布・消費生活啓発用回覧板を全
自治会に配付し、啓発の強化につなげた。
・放射能汚染の不安を解消するため放射能検査を実施。消費生活啓発のためアドバイスカレンダーを全世帯配布。
・放射性物質検査用消耗品等を購入し、検査体制を整備した。

・栃木市消費生活条例に基づき、市民の消費生活の安定と向上を目標とした消費生活基本計画を策定した。
・生産者と消費者の交流を図る農産物フェアを７回開催し、その中で農産物・食品と放射性物質情報コーナーを設け、放射性物質の測定結
果やQ＆Aなどのパンフレットを配布し、農産物等の安全性を周知することができた。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業（先駆的事
業）



10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

11．消費者行政決算見込み額

146,289

千円

千円

千円うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

168,942

0

千円88,242

256,998

千円交付金相当分

うち管内の市町村の基金計

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円

千円

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

88,056

48,128

①都道府県の消費者行政決算見込み額

うち管内の市町村合計

千円

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

0

うち交付金相当分取崩対象経費

千円

積増し相当分

うち都道府県

88,242

40,114 千円

うち都道府県の基金

千円

167,239 千円

40,183

6961,805

千円

千円

-22,653

対前年度差

12,840 千円

千円

0

千円

千円

234,531

OK

-0

-

-

11,974

千円

15,266 千円

-

-

千円

-21,787 千円

40,114

-680

千円

千円

千円

-

-

-22,467

-

千円

千円

千円

186

-12,654

67,292

-34,627

千円

千円

千円

千円

千円 0

千円

0 -

0.38千円

0.29

千円

89,079 千円

27,178

60,782 48,128

107,137 119,111

167,919

27,274 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

千円

千円

千円

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円

0.60

-0 千円

15,266

千円

前年度 今年度平成２０年度 対平成２０年度差

千円

千円

チェック項目

-27,109

106,934 千円

134,043 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額

うち交付金相当分取崩対象外経費

134,043 千円 12,246

106,934 千円

0

千円千円

千円

千円

15,266 千円

千円

千円

15,266 千円

60,305

千円

27,109

100,488

12,177

千円

千円

千円

千円



11-2．消費者行政決算見込み額

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

うち都道府県

千円

324,634

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点） 28 人

うち管内市町村

千円

人

うち都道府県 15

人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 27

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 178,345 千円

人

うち都道府県

人

19.9うち管内市町村

％

193,206 千円

12

104,250

％

％うち都道府県 23.4

21.4⑤消費者行政予算総額に占める交付金相当分取崩額割合

人

前年度末 相談員総数 13

今年度の基金上積額（交付金相当分） 31,137                      

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

消費生活相談員の配置

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

うち管内市町村

人10人 今年度末実績

千円

千円

千円

88,242                      千円

58                            

前年度末 相談員総数 12 人

相談員総数前年度末 人

今年度末実績 相談員総数 9 人

人 今年度末実績 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 今年度末実績 相談員総数 1前年度末 相談員総数 1

相談員総数

15

13

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

千円

131,428

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分） -                              千円

今年度の基金取崩し額（積み増し相当分） -                              千円

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分） 千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 103,788                    

千円

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分） 46,741                      

千円

千円

うち管内市町村

うち管内市町村

④③を含めた交付金相当分取崩対象外経費

74,095

うち都道府県

設置当初の基金残高（交付金相当分） 388,900                    



14．今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．今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）

・相談員が実施する消費者講座用資料（パンフレット等）を購入した。
・相談員のアドバイザー設置
・消費生活センター相談室を整備し相談環境が向上した。
・相談員の任用期間更新の承認（要領見直し）

・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。

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

3うち常勤職員の相談員 前年度末

67

人3相談員総数

・窓口用パソコン整備、相談員増員
・夏季休暇の付与（３日間）

④その他 ・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

人

今年度末実績 相談員総数

・消費生活相談員のレベルアップを図るため県・国民生活センター等の研修に派遣した。
・研修参加のための相談員の公用車使用を許可した。
・法令研修等への参加旅費・負担金を支援した。

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人 今年度末実績 相談員総数 67前年度末 相談員総数

相談員総数

①報酬の向上

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 64 人 今年度末実績 64 人

人

消費生活相談員の配置

人 今年度末実績 相談員総数うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数


