
都道府県コード 130001

平成 年度23

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

153,502                      

消費者行政予算総額

835,812                                                          

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 77,930                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

27,402                        

2,193                          

-                                

法人募集型

自治体参加型

121,997                      

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成 23 年度 東京都

224,608                      

-                                

8,253                          

1,285                          

11,915                        

11,997                        

4,940                          6,225                          

- 7,362                          

（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

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

222,023                      

事業名 都道府県

10,715                        

2,585                          

7,362                          

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

32            

①参加者総数

（区）港、新宿、文京、台東、目黒、杉並、北、板橋、（市）八王子、武蔵野、府中、昭島、
調布、小平、日野、東村山、国分寺、西東京、狛江、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、
稲城、あきる野

1,600        

②年間研修総日数

③参加自治体

21,216                        

（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

9,219                          

1,200                          

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

実施形態

基金取崩し額

3,781                          

4,122                          

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

23%

12,034                        

①参加者総数

23                              

31,505                        

575,366                                                          

1,649,531                                                       

82,926                        

2,485,343                                                       

6,315                          

77,930                        

54,088                        

575,366                      

171                            

管内市町村予算総額

取崩し割合

171                            

（９）商品テスト強化事業

492,440                      

26,686                        



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）

82,926              合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

82,926        

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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 放射線測定器の購入

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

31,505        

9,219          東京消費生活相談アカデミーの実施及び参加支援

1,200          

①ホームページ「東京くらしWEB」のリニューアル
②都内の生協の広報誌に消費生活関連情報を掲載し、
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）
③都内の大学生を対象としたシンポジウム開催（東京都
生活協同組合連合会との協働による普及啓発）
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
⑥映画館における若者向け消費者被害防止啓発CMの
上映
⑦交通広告による特別相談「多重債務110番」の周知

健康食品の適正利用に関するインターネット上のスポッ
トCM動画放映

事業の概要

①都内の消費生活センターが情報を共有して迅速・的
確な相談処理等に活用している消費生活相談支援サイ
トの充実
②展示コーナー映像システムの改良

8,253                 

1,200                 

8,253          

2,585                 

9,219                 

2,193                 事業者説明会開催委託

対象経費

委託料、報酬、旅費、雇用保険料

研修参加費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,285                 

26,686               備品購入費

①デザイン委託料
②印刷費、配送費
③講師謝礼、会場設営費、印刷費
④印刷費、配送費
⑤委託料、講師謝礼、会場使用料等
⑥CM上映料、制作委託料
⑦デザイン委託料、印刷費、広告料

31,505               

①委託料
②委託料

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

専門家謝金

1,285          

2,585          

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

委託料

2,193          

26,686        

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

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）

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）

事業名

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）
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）
（既存）

（強化）

①検索機能の改善等を行うことにより、より迅速・的確な相談処理、事業者指導等に繋げる。　②都民に提供できる情報を追加し、拡充する。

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。

①都内の消費生活センターが消費生活相談支援サイトを活用することにより、情報を共有して迅速・的確な相談処理等に活用している　②液晶ディスプレイ上のタッチ
パネルの操作により、消費生活情報を提供。

（強化）

（既存）

（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。

健康食品を安全に利用するための注意喚起の動画をインターネットにより配信する。また、効果測定することにより、今後の啓発事業への活用を検証する。

（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。

事業名

時宜に適ったテーマの特別相談を、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、より高度・専門的な相談に対し適切な対応ができるようにする。

なし

（強化）

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）

なし

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

なし

（既存）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

①ホームページのデザイン・機能をリニューアルし、情報発信力を強化する。②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）③若者の消費者被害防止のため、都内の大学生を対象として消費者問題に関するシンポジウムを開催する。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、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。⑥既存事業に加え、映画館における若者向け消費者被害未然防
止啓発CMを放映し更なる普及啓発を図る。⑦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、都民へ一層の周知を図る。

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

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）

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

（既存）
①ホームページ「東京くらしWEB」を開設し、都民へ消費生活関連情報を発信している。②なし③なし④なし⑤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⑥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、交通広告等を実施。⑦各種広報媒体やキャンペーン事業を活用し、センターの相談業務の周知を行っている。

（強化）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

牛肉検査用放射線測定器の購入



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
（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

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

実施形態 法人募集型

人人

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

参加者数



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）

-                

3,781          

1,692          

3,248          

実務研修会等の開催

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）

-                

-                

-                

10,715        弁護士等のアドバイザー契約

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

相談窓口等の拡充、周知の強化等７箇所7,362          

11,997        

（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、豊島、北、荒川、板橋、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、狛江、清瀬、東久留米、多
摩、稲城、羽村

222,453       222,023       相談室等の拡充、周知の強化等４４箇所

-                

東京消費生活相談アカデミーの参加支援

-                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） -                -                

-                

（区）千代田、中央、港、文京、墨田、江東、品川、
目黒、杉並、北、荒川、足立、葛飾、江戸川、（市）
八王子、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、羽村、あきる野、
（町）瑞穂、大島

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（区）港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、中
野、足立、葛飾、江戸川、（市）立川、三鷹、府中、
昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、国分寺、
国立、東久留米

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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、杉並、板橋、足立、（市）武蔵野、府中、町
田、日野、多摩

10,748        

（区）港、新宿、渋谷、杉並、北、荒川、板橋、三
鷹、青梅、昭島、狛江、清瀬

3,784          

4,440          

1,692          

7,362          

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                

12,275        

（区）港、新宿、文京、台東、目黒、杉並、北、板
橋、（市）八王子、武蔵野、府中、昭島、調布、小
平、日野、東村山、国分寺、西東京、狛江、清瀬、
東久留米、武蔵村山、多摩、あきる野

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（市）福生、東大和、武蔵村山、あきる野、（町）瑞
穂、日の出、大島



492,440      合計 544,532      

特別相談・訪問相談の実施、協力員の養成及び活用等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（区）千代田、港、目黒、練馬、葛飾、（市）八王子、
青梅、昭島、国分寺、東大和

3,678          

-                

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、世田
谷、中野、北、荒川、練馬、（市）八王子、青梅、府
中、昭島、小平、日野、国分寺、狛江、東大和、東
久留米、武蔵村山、稲城、あきる野

3,678          

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）

119,894       77,930        

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、出前講座等の実施
・パンフレット、シール、広報、広告、ポスター、教材等作成

千代田区 444             

一元的相談窓口の人的体制整備
（報酬・費用弁償等）

130,188       

27,402        
（区）江東、目黒、渋谷、（市）立川、府中、昭島、国
分寺、国立、狛江、多摩、稲城

121,997       

27,403        

171             

放射性物質の検査機器の整備、検査の委託

444             連絡協議会の委員手当

171             

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 国分寺市

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（区）千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、
江東、品川、目黒、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊
島、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、日野、東村山、国分寺、
国立、福生、狛江、東大和、清瀬、武蔵村山、羽
村、あきる野（町）日の出、大島

-                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

50      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 32    人

67      

人

人日年間研修総日数 1,600 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

27,533            

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）

法人募集型

対象人員数計 追加的総費用

94      77,930            



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

２－２．消費者行政予算について②

1,473,371         

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    

千円

千円 -                    

105,247           

-                    

-                     

470,119           

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円-                     

千円

千円

千円

1,964,622        千円 1,909,977        

千円

-54,645           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

198,157           

176,160           

50,602            千円

チェック項目

-

10%

-

-

-21,997           

前年度差

-125,558          千円

-32,648           

千円

-

千円

-

千円 -

-

23%

30%

千円

積増し相当分

-                    

千円 1,157,091         

575,366           

千円

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

294,283           

1,179,088         

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成22年度 平成23年度

千円961,370           千円 835,812           

82,926             千円

2,485,343        2,434,741        

492,440          

千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

575,366          

千円

82,926            

-

-                    

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

492,440           

752,886           千円785,534           

1,649,531         

千円

-                     -                     

175,836           -92,910           



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

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） -                     

-                     

23

千円

千円

％

1,157,091         

752,886           

％

％30

10

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

1,909,977         

人

人

人

千円

千円

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 人



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費 767,639           千円

①都道府県の消費者行政予算 767,639           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円120,025           

千円

千円

千円

2,485,343         

575,366           

695,391           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 77,930             

1,789,952         千円

1,157,091         うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,022,313         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,789,952         千円 千円1,909,977         

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 77,930             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 千円

千円

1,022,313         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

1,649,531         

492,440           

平成20年度 平成23年度

千円835,812           

82,926             

68,173             

千円

千円

千円

752,886           

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 -                     千円

千円

千円

千円

千円

-14,753           

627,218           

134,778           



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

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

40       人

-                                     

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

7,000                               千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

40       相談員総数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 685,466                            

①報酬の向上

平成23年度末予定

-                                     千円

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

千円

千円

575,366                            千円

117,100                            

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

千円

1,200,000                         

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22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

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

40       

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

人

人平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

40       

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     

-                                     


