
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）

２．消費者行政決算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

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。） 0%

基金取崩し額 82,788

取崩し割合 34%

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。） 82,788                                                        

消費者行政決算総額（見込み） 246,985

都道府県決算（見込み） 174,326

管内市町村決算（見込み） 72,659

合計 43,581 39,207 82,788

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務 0 0 0

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業 2,452 0 2,452

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関 37,575 20,070 57,645

３.消費生活相談員等レベルアップ事業 1,784 1,784

４.消費生活相談体制整備事業 3,554 16,633 20,187

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

720 720

２.消費生活相談員養成事業 0 0

別　紙

事業名 都道府県 市町村 合計



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

対象人員数計 追加的総費用

県 12 3,554

管内市町村 26 28,163

県 12

管内市町村 1

管内市町村 25 23,701
大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、岐南
町、笠松町、北方町、東濃広域

対象人員数
（報酬引上げ）

事業実施自治体

- -

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間） 事業実施自治体

県 0

-

法人募集型

- 人 - 人

- 人日 - 人日

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） 管内全体の研修参加・受入（実績）



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）

合計 89,130 50,700 75,908 43,581

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

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）

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）

7,000 7,000 6,067 6,067 【食品表示適正化推進事業費】景品表示法普及啓発・監視対策

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

2,000 2,000 1,609 1,609 【消費者団体等活動支援補助金】民間団体への補助金

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）

34,829 34,829 29,899 29,899

【①消費者被害未然防止啓発事業費】新聞広告の実施・啓発パンフレット作成、【②消費者
教育スモールステージ開催費】小・中学生、ＰＴＡ等向け消費者教育ワークショップの開催、
【③高齢者等を取り巻く消費者トラブル対策事業費】【④消費者教育教員研修開催費】小中
高の家庭科教員向け研修の実施、【⑤消費者教育推進事業費】リーフレット・教材の作成、
【⑥住宅リフォーム被害防止啓発事業費】リーフレットの作成、【⑦消費生活相談員養成事
業費】消費者啓発推進員情報交換会の開催、【⑧食品異物分析機器整備費】食品異物分
析機器の購入

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業 4,304 3,829 2,758 2,452
【①市町村消費生活相談窓口強化対策費】弁護士等による相談員への相談業務助言、専
任相談員不在市町村への巡回訪問指導、【②消費生活相談員養成事業費】】消費生活相
談員レベルアップ研修の開催、

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。

40,997 3,042 35,575 3,554 【消費生活相談員設置費】消費生活相談員報酬引き上げ

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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

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

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

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

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



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

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）

-

- 人日
自治体参加型

参加希望者数 人 参加者数 - 人

年間研修総日数 人日 年間研修総日数 -

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

実施形態
研修参加・受入要望 研修参加・受入

事業計画 実績

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）

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）

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）

補助金（岐阜県生活学校連絡協議会・消費者ネットワーク岐阜・岐阜県青少年育成県民会議） 地域の多様な主体等との連携を強化

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）

（賃金）336,000、ガイドブック制作業務：（委託料）542,160、食品表示適正化推進事業：（委託料）
4,987,204、会議室借上げ：（使用料及び賃借料）35,770、（旅費）165,681

事業者指導や法執行等の強化

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
①専門的知識を有する者（弁護士）を活用するために必要な経費：（委託料）842,400、②研修講師
として専門的知識を有する者を活用するために必要な経費：（報償費）120,000、（費用弁償）
103,990、（委託料）1,385,634

専門的知識を有する者を活用し、複雑化・高度化する消費生活相談への対応
力を強化

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）

①啓発資料の制作：（印刷製本費）37,800、新聞広告図案の作成・掲載：（委託料）2,386,800、②
小中学生・ＰＴＡ向けワークショップの開催：（委託料）3,909,600、（旅費）56,047、③高齢者向け啓
発パンフレット・グッズの制作：（印刷製本費）37,800、（委託料）1,026,000、④小中高の家庭科教員
向け研修開催費用：（報償費）100,000、（費用弁償）75,800、（委託料）43,200、（業務旅費）
11,729、⑤消費者教育用リーフレット・教材の制作：（印刷製本費）1,979,640、（委託料）
6,003,581、⑥住宅リフォームリーフレット制作：（印刷製本費）137,160、⑦消費者啓発推進員情報
交換会の開催：（報償費）72,000、（費用弁償）1,862、（旅費）123,885、（使用料）18,340、⑧食品異
物分析機器の購入：（備品購入費）13,878,000

①地域における消費者問題への関心を喚起、②小中学生への消費者問題へ
の関心を喚起、③高齢者被害に対する消費者問題への関心を喚起、④学校に
おける消費者教育の担い手を育成、⑤⑦地域における消費者教育の担い手を
育成、⑥地域における消費者問題への関心を喚起、⑧食品表示問題等問題へ
の対応力の強化

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。

消費生活相談員の報酬 消費生活相談員の報酬を増額

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）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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

事業名 対象経費（実績） 事業強化・機能強化の成果

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ



-

- - 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



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）

合計 66,187 43,267 60,531 39,207

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務 0 0 0 0

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）

東濃広域 167 66 100 35

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）

0 0 0 0

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）

本巣市 70 70 20 20

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）

0 0 0 0

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）

岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃市、瑞浪市、羽島市、各務原市、山県
市、瑞穂市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、輪之内町、
揖斐川町、大野町、池田町、北方町、富加町、七宗町

22,272 21,827 20,725 20,015

⑧消費生活相談体制整備事業
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、
各務原市、可児市、瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町、東濃広域

37,271 17,673 34,416 16,633

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）
岐阜市、大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土
岐市、各務原市、可児市、山県市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、輪之内町、北方
町、東濃広域

2,849 2,593 2,076 1,784

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 0 0 0 0

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 0 0 0 0

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） 0 0 0 0

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 0 0 0 0

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 岐阜市 360 360 360 360

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
高山市、関市、中津川市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、垂井町、輪之内町、安八
町

3,198 678 2,834 360

事業名 実施市町村

事業計画 事業の実績

事業経費
交付金相
当分対象
経費計

事業経費
交付金相当
分対象経費

計



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

うち管内の市町村の基金計 0 千円

積増し相当分 0 千円

うち都道府県の基金 0 千円

うち都道府県 43,581 千円

うち管内の市町村合計 39,207 千円

交付金相当分 82,788 千円

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）

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）

3市（多治見市・瑞浪市・土岐市）の消費生活相談窓口に専門相談員に派遣する巡回相談事業

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

消費生活展の改正などによる市民に対する広報（岐阜市）、消費生活問題の啓発用リーフレット・啓発グッズ等の配布（池田町）、出前講座・消
費者教育講座の開催（高山市）

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）

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）

参考図書の購入（本巣市）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 県、国民生活センター等主催の研修参加

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬（大垣市）、相談日・相談時間拡大に伴う報酬増額（各務原市）

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）

事業名 事業・機能強化の成果の概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書の購入（海津市）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士による相談窓口のサポート及び実務Q＆Aマニュアル作成（岐阜市）



11．消費者行政決算見込み額

11-2．消費者行政決算見込み額

②定数内の消費者行政担当者数（平成２３年度末時点）

うち都道府県

うち管内市町村

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

うち都道府県

うち管内市町村

④③を含めた基金（交付金相当分）取崩対象外経費

うち都道府県

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

うち都道府県

うち管内市町村

％

％

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

人

人

人

千円 61,546 千円 -11,911 千円 OK

29 千円 -

うち交付金相当分取崩対象外経費 102,651 千円 176,108 千円 164,197

825 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 0 千円 29 千円

-54,924 千円 0.34

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 19,362 千円 20,187 千円

うち交付金相当分取崩対象経費 137,712 千円 82,788 千円

千円 144,334 千円 -66,835 千円 -③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額 102,651 千円 313,820 千円 246,985

千円 10,548 千円 -10,917 千円 -

29 千円 -

うち交付金相当分取崩対象外経費 22,904 千円 44,369 千円 33,452

1,257 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 0 千円 29 千円

-10,746 千円 0.54

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 15,376 千円 16,633 千円

うち交付金相当分取崩対象経費 49,953 千円 39,207 千円

千円 49,755 千円 -21,663 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 22,904 千円 94,322 千円 72,659

千円 50,998 千円 -994 千円 OK

0 千円 -

うち交付金相当分取崩対象外経費 79,747 千円 131,739 千円 130,745

-432 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 0 千円 0 千円

-44,178 千円 0.25

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 3,986 千円 3,554 千円

うち交付金相当分取崩対象経費 87,759 千円 43,581 千円

千円 94,579 千円 -45,172 千円 -

今年度 対平成２０年度差 対前年度差 チェック項目

①都道府県の消費者行政決算見込み額 79,747 千円 219,498 千円 174,326

平成２０年度 前年度



12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

14．平成26年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

相談員及び消費者行政担当職員の研修参加

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

人

うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 0 人 今年度末実績 相談員総数 0 人

0 人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 15 人 今年度末実績 相談員総数 13

相談員総数 13 人

うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数 0 人 今年度末実績 相談員総数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 15 人 今年度末実績

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分） 千円

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

今年度の基金上積額（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

設置当初の基金残高（積み増し相当分） 130,000                     千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分） 千円

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 204                           千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分） 11,540                      千円

今年度の基金上積額（交付金相当分） 55,503                      千円

今年度の基金取崩し額（交付金相当分） 82,788                      千円

設置当初の基金残高（交付金相当分） 350,000                     千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 38,621                      千円



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）

③就労環境の向上

④その他

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 ○
・相談員のうち指導嘱託員について、業務を強化するのに伴い報酬を向上させた（岐阜市）、資格取得に伴う報酬額加算（15,000円/月）経験年数による報酬額加
算（4,000円/月）（中津川市）、相談時間拡大に伴い報酬（5,000円/日）を（7,500円/日）に向上（各務原市）、

②研修参加支援 ○
・県主催のレベルアップ研修に参加(多治見市）、相談員の資格取得と相談業務向上のため、研修参加を支援（関市）、研修にかかる交通費、宿泊費、参加費その
他必要な経費を全面的に支援（恵那市）、研修に相談員を参加させその旅費を支援（土岐市）、国や県等が主催する研修に参加するための旅費・負担金を支援
（各務原市）、県等が主催する研修会参加の旅費分を支給（可児市）、

人

うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 0 人 今年度末実績 相談員総数 0 人

8 人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 25 人 今年度末実績 相談員総数 24

相談員総数 32 人

うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数 6 人 今年度末実績 相談員総数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 31 人 今年度末実績
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