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東京都 事業計画



１．今年度に都道府県及び区市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                                8,135                          8,135                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 -                                

①参加者総数

②年間研修総日数

2,004                          

2,579                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

9,000                          

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

1,800                          

事業計画【総括表】

300                            

（７）食品表示・安全機能強化事業

4,400                          

69,232                        78,232                        （１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

-                                300                            

区市町村都道府県

4,400                          

-                                -                                

-

管内全体の研修参加

8%

③実地研修受入自治体

平成 21 年度 東京都

事業名

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 180,613                                                          

1,174,890                                                       

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

合計

180,613                      

-                                

40,000                        

7,000                          

2,000                          4,579                          

4,726                          2,926                          

2,182,275                                                       

-

140,613                      

49,360                        

2,004                          

-                                

20,200                        

-                                

1,677                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

69,560                        

消費者行政予算総額

1,007,385                                                       

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

8,677                          



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

2,000                 

広告原稿作成費、広告掲載費9,000                 ②消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

ＤＶＤ作成費

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

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）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

基金（交付金相当
分）対象経費

①都内の生協の広報誌等に消費生活関係情報を掲載し、宅
配先に配布（東京都生活協同組合連合会との協働による普及
啓発）
②東京都の消費者月間事業について、シンポジウム、イベント
等の既存事業に加え、新たに消費者被害防止等をテーマとし
た意見交換会、講演会、学習会の実施による消費者月間事業
の拡充
③高齢者等を見守る民生委員、介護事業者向けリーフレットの
作成、配布
④「悪質な訪問販売お断りシール」の原画を作成し、区市町村
に配布。併せて、都においても印刷し、講座やイベント等で配
布

30,066         20,200                

1,800          

対象経費

研修参加費

事業経費

9,000          

専門家謝金

2,000          

健康食品の適正利用及び健康食品による健康被害等の未然
防止・拡大防止を目的としたＤＶＤの作成、配布

7,000          

①印刷費、配送費
②意見交換会等の実施に係る委託料、講師謝礼、会
場使用料
③デザイン委託費、印刷費、配送費
④シール原画作成費、印刷費

事業名 事業の概要

土曜相談受付開始（平成２１年４月～）に関する広報の実施

7,000                 

⑦消費生活相談窓口高度化事業 1,800                 
都及び区市町村が行うテーマ別特別相談への弁護士、一級建
築士などの専門家の活用

相談員の消費者問題に関連する外部団体主催の講習会への
参加支援

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

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

合計 40,000               49,866        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

各種広報媒体やキャンペーン事業を活用し、センター相談業務の周知を行っている。

今年度から開始した土曜日相談の受付について、集中的に広報することによって、センター相談業務について都民へのより一層の周
知を図る。

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

①なし②東京都の消費者月間において、消費者問題に関するテーマを取り上げ、消費者問題への都民の意識を高めるため、シンポジ
ウム・消費者団体等によるイベント等を展開。③なし④なし

⑧食品表示・安全機能強化事業 健康食品の適正利用及び健康食品による健康被害等の未然防止・拡大防止を目的としたＤＶＤを作成し、関係機関に配布し一般都民
向け講習会等で活用する。

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）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

外部団体が主催する講習会等には、相談員の自費により参加している。（既存）

外部団体が主催する講習会等への参加費を支援することにより、より高度・専門的な相談に適切に対応できるよう相談対応処理能力の
レベルアップを図る。

年に数回実施している特別相談において、相談員が適切な助言を行っている。

（強化）

①都内の生協の広報誌等に消費生活関係情報を掲載し、宅配先に配布する。
②既存事業に加え、新たに消費者被害防止等をテーマとした意見交換会、講演会、学習会を実施し、都の消費者月間事業の強化を図
る。
③高齢者の消費者被害防止のため、高齢者等を見守る民生委員、介護事業者向けリーフレットを作成、配布する。
④各家庭で活用できる「悪質な訪問販売お断りシール」の原画を作成し、区市町村に提供することで、区市町村が実施する消費者被害
防止啓発への支援を行うとともに、都もイベント等でシールを配布することにより多くの都民への啓発を行う。

事業名

消費生活に影響の大きい取引形態等をテーマとした特別相談を、新たに専門家を活用して区市町村と共同で実施することにより、 都
及び区市町村の相談員のレベルアップを図る。

なし

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

年間研修総日数 人日

参加者数

実施形態

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑫一元化相談窓口緊急整備事業
（既存）

人 人

自治体参加型 法人募集型

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）
（強化）

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数



１．今年度に管内の区市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）
基金（交付金
相当分）対象

経費計
概要

別表２ 管内区市町村実施事業分

事業名 実施区市町村 事業経費計

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 港区、杉並区、板橋区、府中市、町田市、多摩市 904             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

拡充３５箇所

900             新たに窓口設置１箇所

②消費生活センター機能強化事業（増設）

69,232         

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 大島町 900             

①消費生活センター機能強化事業（新設）

文京区、品川区、目黒区、渋谷区、北区、荒川区、
葛飾区、江戸川区、八王子市、青梅市、府中市、昭
島市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、西東
京市、狛江市、東大和市、清瀬市、あきる野市、瑞
穂町、大島町

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田
区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、
中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、
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、昭島市、調布市、町田
市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、清瀬
市、東久留米市、多摩市

69,842         

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 東大和市、あきる野市、瑞穂町 3,500          

新宿区、渋谷区、中野区、北区、荒川区、板橋区、
青梅市、清瀬市

1,677          

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

1,677          
食品表示・安全分野に係る住民向け啓発強化、消費生活セ
ンター所管の食品安全協議会における専門家の活用

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

拡充３箇所

港区、文京区、墨田区、品川区、渋谷区、江戸川
区、調布市、町田市、小金井市、東久留米市、

2,926          2,926          弁護士等専門家による相談員への助言等

904             弁護士等による相談員のレベルアップに向けた研修等の実施

3,500          

2,461          1,675          相談員等に対する研修参加支援（旅費、研修参加費等）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）



⑬消費者教育・啓発活性化事業

千代田区、港区、新宿区、台東区、品川区、目黒
区、大田区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋
区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、青梅
市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、
東村山市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、
東久留米市、多摩市、あきる野市、大島町

50,195         49,360         

8,135          相談員の増員、相談員の勤務日数・時間増

80               関係機関等との協議会の開催

300             

千代田区 80               

消費者教育専門家の育成、出前講座の実施、教材・パンフ
レット･広報資料等の作成･充実、講演会等の実施

クリーニング検査等の商品テストを民間の検査機関へ依頼

8,135          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 港区 300             

千代田区、目黒区、練馬区、八王子市、青梅市、東
大和市、大島町

1,924          

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
新宿区、荒川区、練馬区、青梅市、小平市、国分寺
市、あきる野市

1,924          
弁護士等による相談会の実施、来所困難な相談者宅への訪
問相談の実施等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

140,613      合計 142,844      



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内区市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内区市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

15    3,295              8,135              

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人 人

人日年間研修総日数 人日



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                    

交付金相当分

2,182,275        1,789,952        

-

前年度差

199,746           千円

平成20年度 平成21年度

千円 967,385           767,639           

千円

-

積増し相当分

-

767,639           千円 1,007,385         

千円 1,174,890         

8%

千円

11,964            千円千円千円 1,034,277         -

239,746           

- 千円

-

チェック項目

-

4%

-

-

12%

- 千円

-

152,577           

392,323           -

千円 -

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

- 千円 40,000             千円

-

千円

1,022,313         

- 140,613           

180,613          

千円

40,000            

140,613          

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

　うち基金（交付金相当分）対象外経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

1,789,952        千円 2,001,662        211,710           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円 -                     千円 -

- 千円 -                     千円

千円

千円 -                    千円-

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の区市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

180,613           

千円

1,022,313         

①都道府県の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分） 180,613                            千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分） -                                     千円

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

うち委託先職員等の相談員

千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

平成20年度末

平成20年度末

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

【平成20年度末】一律196,700円　→　【平成21年度】一般相談員：227,300円、主任相談員：249,200円

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

相談員が自己啓発の一環として、高度・専門的相談に役立てるため、専門分野に関わる講習
会へ参加した場合、受講料等を支援する。

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 700,000                            千円

700,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 1,024,182                         千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     千円

-                                     

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

500,000                            

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

千円

4,795                               千円

千円

相談員数

34       

40       相談員総数

相談員数

相談員数

40       

平成21年度末予定

人

34       人

-                                     千円

-                                     
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