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東京都 事業計画



１．今年度に都道府県及び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）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

470,119                      

取崩し割合

20,824                        

①参加者総数

19%

88,984                        

470,119                                                          

1,463,762                                                       

57,477                        

33,135                        

6,669                          

実施形態

基金取崩し額

3,738                          

5,735                          

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

19%

171                            

管内市町村予算総額

24,646                        

（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

14,299                        

1,800                          

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業 10,347                        

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

33            

1,650        

②年間研修総日数

③参加自治体

2,000                          

175,836                      

2,425,132                                                       

7,835                          

171                            

（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

133,377                      

-                                

11,166                        

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

116,430                      

事業名 都道府県

9,366                          

16,947                        

5,495                          

17,086                        

法人募集型

8,669                          

- 5,495                          

平成 22 年度 東京都 事業計画【総括表】

57,477                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

港区、新宿区、文京区、台東区、目黒区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、江
戸川区、立川市、武蔵野市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、日野市、狛江市、東大
和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市

294,283                      

32,620                        515                            

2,100                          

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

78,340                        

都道府県予算

167,324                      

消費者行政予算総額

961,370                                                          

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業



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）

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）

事業名

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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）

①備品購入費、工事費、委託料
②委託料
③工事費
④備品購入費
⑤備品購入費

①ＤＶＤ制作及び講演会開催に係る委託料
②印刷費、配送費、デザイン・レイアウト・イラスト作成費

16,947        

専門家謝金

2,000          

17,086        

14,299        

16,947               

17,086               

14,299               

1,800                 

2,100          

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）

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

消費者被害の未然防止のため、悪質商法に関する情報を提供するとと
もに、改正特商法等の説明会を実施

①健康食品等の適正利用、被害未然防止のための普及啓発
②複雑で消費者にわかりづらい食品の表示を都民にわかりやすく情報
提供するためのパンフレットの作成

対象経費

研修参加費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

2,000                 

32,620        

2,100                 

32,620               
①備品購入費
②調査委託料
③備品購入費

事業者説明会開催委託

事業の概要

①消費生活総合センターの改修
②相談専用電話の時間別着信数、応答件数等の調査
③消費生活総合センターサイン表示の充実
④教室・学習室マイクの整備
⑤音声応答転送装置の設置

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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）

養成事業「東京消費生活相談アカデミー」の実施

①印刷費、配送費
②講師謝礼、会場費、印刷費、配送費
③委託料、講師謝礼、会場使用料等
④印刷費、配送費
⑤広告料、委託料、車体広告料金、ラッピングバスデザ
イン料、ラッピングバス製作及び撤去料
⑥デザイン委託料、印刷費、広告料
⑦デザイン委託料、印刷費、配送費
⑧印刷費、備品購入費

88,984               88,984        

1,800          

委託料

①都内の生協の広報誌等に消費生活関連情報を掲載し、宅配先に配
布
②都内の大学生協の学生委員を対象とした消費者問題講座等の実施
及び大学生向け「啓発用ブックカバー」の作成、配布
※①及び②は東京都生活協同組合連合会との協働により行う。
③東京都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、新たに講演会、学習会等の実施による消費者月間事業
の拡充
④小中学生向け金融教育教材及び高校生向け消費者教育リーフレッ
トの作成、配布
⑤若者の消費者被害防止のための普及啓発（PCサイトへのバナー掲
載、映画館でCM上映、ラッピングバスによる啓発など）
⑥交通広告による特別相談「多重債務１１０番」の周知
⑦島しょ住民向け悪質事業者の手口やそれに対する対処方法、消費
生活総合センターの相談窓口案内等を紹介したリーフレットの作成、配
布
⑧消費者向けの計量適正化に関する普及啓発

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

①事故品の原因究明を行うために、拡大観察ができるデジタルマイクロ
スコープを購入する。
②危機防止対策フォローアップ調査として、次の取組を行う。
・収集した事故情報の評価に基づき、関係局、区市町村等と連携して
事故原因の究明及び拡大防止に係る調査を実施する。
・都が過去に実施してきた商品テスト等のテーマに関して、安全対策の
進捗状況やその成果等について、事業者や消費者等へのヒアリング、
アンケート調査等により、総括的に検証する。
③事故品の原因究明を行うために、温度変化を連続的に測定できる
サーモビューア（赤外線撮影装置）を購入する。

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計 175,836      175,836             



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

なし

（既存）
（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

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）

（強化）

相談員のスキルアップを図るため、東京消費生活相談アカデミーを実施し、都及び区市町村の消費生活センターが高度・専門的な相談に対し、適切に対応できるように
する。

（強化）

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）
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）

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。

①なし②なし③東京都の消費者月間のイベントにおいて、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④なし⑤若者向け消費者被害防止啓発事業として、ポスター・リーフレットの配布、交通広告、街頭大型ビジョンでの啓発ＣＭ放映を実施⑥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⑦なし⑧計量記念日事業、消費者講習会等において、消費者向けに計量適正化に関
する普及啓発を行っている。

（既存）

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業

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。
①なし②なし

⑦消費生活相談窓口高度化事業
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。

①・開所当時（平成９年度）に設置した教室・学習室等の都民向けインフォメーション表示システムが、教室等のレイアウト変更に対応できない状況である。 ・図書資料室
の展示コーナーにおいて、消費生活に関するパネル等を展示している。 ・消費生活に関する図書、雑誌、視聴覚資料等を配架している。②　相談件数の実績等から、相
談員の配置等を行っている。③センターの案内表示は、駅構内及び建物出入り口にある。④教室・学習室では有線マイクを中心に活用している。⑤音声応答転送装置を
利用

（強化）

（強化）
（既存）

①・教室・学習室等のインフォメーション表示システムを整備し、教室等のレイアウト変更に対応可能とするとともに、チラシ等の映像を表示することにより、イベント等の案
内をわかりやすく伝える。・商品事故情報を再現した映像を放映するなど、商品事故情報等をリアルな情報として消費者が理解しやすいように、展示コーナーをリニューア
ルする。 ・図書資料室の書架を整備することにより、消費生活に関する図書、雑誌、視聴覚資料等を一層充実し、都民に対してより多くの情報提供を行う。②相談専用電
話の時間別着信数、応答件数等を調査し、相談員の適正配置等を検討する一助とする。③センターの案内を建物壁面に大きく、わかりやすく表示することにより施設利
用者の便宜をはかる。④教室・学習室に光ワイヤレスマイクを設置し、センターの研修や消費者団体の勉強会等の円滑な運営を図る。⑤老朽化した音声応答転送装置
の更新により、受理できなかった相談者に対する適切な案内と着信・応答状況の把握が可能

（強化）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 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

（強化）

なし

①事故品の観察画像をデジタル処理することによって、故障原因の履歴がより明確になり、より的確な相談処理を行う。②新たに原因究明モデル調査・危害防止対策
フォローアップ調査を実施し、危害防止のためのより効果的なフォローアップを行う。③機器の発熱が原因となる相談事例の分析に有効であり、より正確な相談処理がで
きる。

①・健康食品の適正利用を目的とした高校生以上の若年層向けＤＶＤを作成し、学校等に配布し活用する。・健康食品の適正利用に関する講演会を開催（２ 回）し、健
康被害の未然防止、拡大防止を図る。②食品の表示は、複数の法律でそれぞれの基準が定められているため、複雑でわかりづらいものとなっている。食品の表示をわか
りやすく情報提供する。ため、パンフレットを作成し、都民に配布する。

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） 消費者被害の未然防止のため、事業者等へ悪質商法に関する情報を提供するとともに、特商法等関係法令の説明会を実施し、事業者の法令遵守の意識醸成に取り組
む。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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。（都内６生協を対象に年１０回実施）②若者の消費者被害防止のため、都内の大学生協の
学生委員を対象として消費者問題講座及び相談会を実施する。（年３回）また、「啓発用ブックカバー」を作成、大学生協の書籍売場で配布する。③既存事業に加え、新
たに講演会、学習会等を実施し、都の消費者月間事業の強化を図る。④多重債務問題の未然防止のため、都内の小学３年生、中学２年生向け金融経済教育教材を作
成、配布する。また、若者の消費者被害防止のため、私立高校３年生向け消費者教育リーフレットを作成、配布する。⑤既存事業に加え、下記により更なる若者の消費者
被害防止に努めるとともに、普及啓発を図る。・ＳＮＳ最大手のサイトのトップに注意喚起のための広告を掲出し、都のサイトへ誘導する。・映画館における若者向け消費
者被害防止啓発ＣＭを上映する。・若者が集まる場所（渋谷・新宿など）を走る都営バスに、「カモかも」のキャラクターを利用した架空・不当請求について注意喚起を促す
ラッピングを行う。⑥交通広告により、特別相談「多重債務１１０番」を集中的に広報することにより、都民へのより一層の周知を図る。⑦悪質事業者の手口やそれに対する
対処方法、消費生活総合センターの相談窓口案内等を紹介したリーフレットを作成し、島しょ部の全世帯に配布する。各自治体単独では専門の部署が設置しにくい島
しょ部の消費者行政について、広域行政を担う立場の東京都が支援を行う。⑧パンフレットやパネルの作成、懸垂幕のデザイン等の刷新、講習会用機材の購入等によ
り、普及啓発を強化する。

（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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

①③商品・サービスによる事故や不具合等に関する消費者からの相談について、当該商品等にかかる事故原因の究明テストを行う。②消費者事故等の状況及び動向を
把握するために必要な調査・分析を行っている。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

自治体参加型 法人募集型実施形態

参加者数 人

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）

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

人日

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

116,752       

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（区）港、大田、杉並、板橋、（市）武蔵野、府中、町田、日
野、国分寺、多摩

（区）港、新宿、文京、台東、目黒、世田谷、中野、杉並、
北、板橋、江戸川、（市）八王子、立川、武蔵野、昭島、調
布、小金井、小平、日野、国分寺、西東京、狛江、東大
和、清瀬、東久留米、多摩、稲城、羽村

10,715        

5,495          

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

-                ①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） （市）東大和、あきる野、（町）瑞穂、大島

②消費生活センター機能強化事業（増設） -                

-                

（区）千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、
品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、中野、杉並、北、荒
川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川、（市）八王子、立
川、武蔵野、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金
井、小平、日野、東村山、国分寺、国立、西東京、福生、
狛江、清瀬、多摩、稲城、羽村

-                
-                

東京消費生活相談アカデミーの参加支援⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 10,347        

相談室等の拡充、周知の強化等４４箇所

-                

116,430       ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

弁護士による相談員のレベルアップに向けた研修等の実施

（区）港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、渋谷、中
野、葛飾、江戸川、（市）八王子、三鷹、府中、調布、町
田、小金井、小平、日野、国立、東久留米

9,399          9,366          弁護士等のアドバイザー契約

2,796          実務研修会等の開催

5,495          

5,258          3,873          

2,796          

食品の表示や安全に関する講座開催、啓発リーフレット作成等

相談員等に対する研修参加支援（旅費、研修参加費等）

3,738          

-                
-                

3,738          

-                
-                

委員手当

消費者教育の充実及び消費者被害防止の啓発
キャンペーン、出前講座、シンポジウム等の実施
パンフレット、シール、ホームページ、広報、広告、ポスター、
教材等の作成

商品検査室備品購入、関連検査機関への依頼費用

284             連絡協議会の委員手当

57,477        

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）

（区）千代田、中央、港、墨田、品川、目黒、世田谷、渋
谷、杉並、北、荒川、板橋、葛飾、江戸川、（市）八王子、
三鷹、青梅市、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、
日野、国立、西東京、福生、狛江、東大和、清瀬、羽村、
あきる野、（町）瑞穂、大島

⑭商品テスト強化事業

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

（区）港、新宿、大田、杉並、北、荒川、板橋、（市）立川、
三鷹、青梅、町田、清瀬

515             （区）港、（市）日野

78,340        

515             

（区）千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、品川、
目黒、世田谷、渋谷、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練
馬、足立、江戸川、（市）八王子、立川、武蔵野、三鷹、青
梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村
山、国分寺、国立、西東京、狛江、東大和、清瀬、多摩、
稲城、羽村、あきる野、（町）日の出、大島

一元的相談窓口の人的体制整備
（報酬・費用弁償等）

89,039        

171             

121,179       

171             

-                

特別相談・訪問相談の実施、協力員の要請及び活用等

294,283      

5,451          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（区）千代田、中央、港、目黒、練馬、葛飾、（市）八王子、
青梅、国分寺、東大和

5,491          

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）
（区）千代田 284             ⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（市）国分寺

-                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（区）千代田、中央、新宿、文京、台東、墨田、中野、北、
荒川、練馬、（市）青梅、府中、昭島、小平、国分寺、東久
留米、武蔵村山、稲城、あきる野

合計 370,832      



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

人 人時間／年

人

人 千円63     57,477            

対象人員数計 追加的総費用

人

法人募集型

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 1,650 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数人

20,450            

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）

人日

29     

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 33    

42     



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

平成21年度

①都道府県の消費者行政予算

470,119          

千円

175,836          

294,283          

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                     

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

2,425,132        2,154,103        

平成22年度

千円 785,534           805,225           

845,225           

千円 -                     千円

千円

千円

135,836           千円 175,836           千円

千円

前年度差

-19,691           千円

116,145           

-                    千円

961,370           

1,463,762         

千円

40,000             

-                     

千円

1,308,878         

179,984           

139,984           

千円

積増し相当分

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-

千円

千円

-

19%

20%

-

-

-

千円

154,299           

154,884           

271,029           

千円

千円

585                千円

-                    

チェック項目

-

18%

-

-

-19,106           

-                     

--                    

1,974,119        千円 1,955,013        

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の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

470,119           

千円

1,168,894         

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円-                    千円 -                    

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

294,283           

千円 290,135           

千円 1,169,479         

千円



２－２．消費者行政予算について②

人

千円

千円

％

785,534           

％

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県 -                     

％

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

20%

18%

1,169,479         

19%

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成22年度末時点）

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

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）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

1,955,013         

うち管内市町村 -                     人



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

３．基金の管理

具体的内容

平成22年度末予定

相談員数

40       

人

人

人相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

うち委託等の相談員

千円

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

平成21年度末

平成21年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置 相談員総数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

平成21年度末

平成21年度末

千円

千円

千円

1,200,000                         

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22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、専門分野にかかわる講習会に参加した場合、
受講料等を支援する。

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 1,065,426                         

千円

40       相談員総数

相談員数

相談員数

40       

千円

3,000                               

設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 598,307                            

設置当初の基金残高（積増し相当分）

-                                     

470,119                            

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

40       人平成22年度末予定

-                                     千円

千円

千円

-                                     

-                                     

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）


