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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
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①参加者総数

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

-                                

管内全体の研修参加
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-
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③参加自治体

-                                

14,618                        
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782                            782                            

14,618                        
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③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

取崩し割合

21,296                        

222,570                                                          

373,305                                                          

28,088                        

②年間研修総日数

事業名

8,752                          

都道府県

（７）食品表示・安全機能強化事業 -                                

（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）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

7,708                          

5,128                          

（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

-

-                                

事業計画【総括表】

合計市町村

16,460                        

平成 24 年度 愛知県

①参加者総数

134,958                      

19,896                        1,400                          

7,753                          

109,080                      

消費者行政予算総額

193,330                                                          

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 35,415                        

222,570                      87,612                        

566,635                                                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

-                                

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額



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消費生活センター機能強化事業（拡充）

○消費生活相談員等レベルアップ研修の実施（40人、10日間）

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

○報酬、共済費

－

○参考図書購入費、備品購入費、事務機器購入費、
啓発資材企画制作委託経費

7,708          

1,675          

○国民生活センター研修派遣（20人、3日間）
○消費生活相談アドバイザー研修（国民生活センター研修派
遣（8人、3日間）)
○消費生活相談員等レベルアップ研修（10人、10日間）

1,000          

2,357          

19,896        

4,396          

19,896               

○啓発資材制作等業務委託経費

対象経費

○国民生活センター研修経費（負担金、旅費）
○消費生活相談員等レベルアップ研修経費（旅費）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,675                 

○研修業務委託経費

○テスト機器購入費

7,327                 

4,396                 

事業の概要

－

○消費生活センターの整備（参考図書購入、備品・事務機器
の購入）、消費生活センターの広報周知（啓発資材作成）

3,453          

－

7,708                 

○広告業務委託経費
○サイトリニューアル業務委託経費
○多重ポスター等デザイン委託経費、印刷費、発送費
○貸金啓発パンフ印刷費

39,800               39,800        

3,453                 

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

③消費生活相談員養成事業（研修開催） －

－

○消費者問題啓発広告事業（新聞折込広告、車内広告）
○情報発信力強化事業（消費生活情報サイトリニューアル）
○多重債務問題啓発事業（ポスター、リーフレットの作成）
○貸金業利用者啓発事業（パンフレットの作成）

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）

○関係機関連携推進費
（サポーター支援事業（啓発資材の作成配布））

○旅行業者向けウェブページ作成

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業
○商品テスト機器の購入
（エックス線マイクロアナライザー、力計測機器、分光光度計）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

－

○月額相談員報酬（月額化に伴う増加分）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

87,612        

○食品表示に関するリスクコミュニケーション事業
（シンポジウム･ワークショップ開催、タウンミーティング実施）
○食品表示啓発資材作成、米トレサビリティ法周知啓発資材
作成

7,327          

87,612              

○シンポ･ワークショップ業務委託経費、タウンミーティ
ング実施経費（報償費、旅費、使用料）
○食品表示110番メールカード・啓発資材作成費

1,000                 ○業務委託経費

2,357                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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

○全体研修会（県及び市町村、年２回･延べ４日間）
○事例検討会（県、年２回･延べ２日間）

（既存）

【23年度整備分】
○各プラザの整備（参考図書・デジカメ・PCテーブル･椅子等購入、パンフレット･啓発資材作成、掲示板･ディスプレイスタンド等相談
室の整備）
○セキュリティ機能整備･強化（パイオネット用PCロックキット、覗き見防止OAフィルター、鍵付保管庫の購入）
○豊田加茂プラザの整備（相談室の改修工事、机･整理棚･看板設置）
○知多プラザの整備（相談室の改修工事、パーテーション・相談カウンター・PCラックの設置）

○各プラザの整備（参考図書・卓上パンフスタンド・扇風機･案内板等の購入）
○豊田加茂プラザの整備（ヘッドセット購入、パーテーション設置）
○各プラザ相談窓口案内啓発資材作成（クリアファイル、マグネットシートの作成）

（強化）

○国民生活センター主催の研修会への参加支援（10名分）（既存）

（強化）
○国民生活センター主催の研修会への参加支援（20名分追加）＜初年度からの継続事業＞
○アドバイザー研修（国民生活センターが主催する、より専門性の高い研修へ消費生活相談アドバイザーを参加させる。8名分）＜
H23年度からの継続事業＞

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

○新聞タブロイド広告（B3・4P・218万部、配布用として7万部）、交通広告(中吊7日間／地下鉄、名鉄、JR、愛環、市バス、名鉄バス、
豊鉄バスの全路線、額面1ヶ月／市営バス、名鉄バス、豊鉄バス）を活用した消費者問題啓発広告を外部委託する(H22年度からの継
続事業)。
○消費生活情報サイトリニューアル（各種コンテンツ･機能を改善するとともに、情報発信力を強化し、教育･啓発効果の向上を図るた
め、ウェブページのリニューアル業務を外部委託する。）＜新規事業＞
○貸金業利用者を対象とした啓発パンフレット(悪質金融（ヤミ金融）について)を作成し、県民生活プラザ、市町村等の窓口において
配布する(初年度からの継続事業)。

通常の出前講座や特定のメディアへの広報などは実施している。

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）

（強化）

○レベルアップ研修（中級～上級クラスの研修を委託実施する。10日間コース、各回40名程度の選択受講方式）＜H23年度からの継
続事業＞

（既存）



なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

○製品等の苦情相談処理テストに必要なテスト機器の購入
　　・エックス線マイクロアナライザー／苦情テスト品の元素組成を分析する。
　　・力計測機器／靴底ゴムの摩擦力の測定など、テスト品の引っ張り強度を測定する。
　　・分光光度計／物質や化合物の特定など、テスト品の分子構造を分析する。

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

（既存）

なし（県警本部やＪＡＳ法、食品衛生法関連の部署等との連携は行ってきたが、市町村の福祉関係機関との連携は初めて）

（強化）

（強化）

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）

なし

○県内の知事登録旅行業者及び旅行業者代理業者に対し、旅行業務に関する取引の公正の維持などに有益な情報の周知強化を
図るため、ウェブページを拡充することとし、当該ページの作成等に係る業務を外部委託する。＜新規事業＞

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

○食品表示に関するシンポジウム（１回）、ワークショップ（１回）及びタウンミーティング（５回）を開催することにより、県民の食品表示に
関する正しい知識の普及を図り、食の安全・安心につなげる。＜H23年度からの継続事業＞
○食品表示に係る通報を受け付ける専用メールアドレスの普及啓発を図るとともに、メール送信を補助する資材を作成配布する。＜
H22年度からの継続事業＞
○食品表示･安全分野に係る制度周知の啓発資材を作成し、消費者へ配布することで食品表示の適正の維持を図る。＜新規事業＞

⑩商品テスト強化事業

（既存）

○消費生活相談サポーター支援事業（これまで養成した「消費生活相談サポーター」の地域での見守り活動に役立ててもらうため、サ
ポーターへの啓発資材等の配布を行うこととし、当該資材の作成等に係る業務を外部委託する。）（サポーター819名／啓発資材50部
＊1回、見守り情報50部＊3回）＜新規事業＞

（既存）

（既存）なし

消費生活相談員の月額化に伴う報酬増加分（増員した月額嘱託員１４人分の人件費引き上げ分へ充当する。）

○食品表示に関しては、従来から、監視指導や収去（抜き取り）検査による食品添加物等の検査を行い、食品の適正な表示の徹底を
図っているところである。しかし、「賞味期限」と「消費期限」の違い等、食品の表示が意味する内容や趣旨を正しく認識していない県民
が一部に存在するのが実情である。
　また、食品表示に関する制度は、食品衛生法だけでなくJAS法、健康増進法、景品表示法でも規定されており、複雑であることから、
県民からは「わかりにくい」との指摘もある。
　さらに、原産地表示の偽装事件が相次いだこと、また、国（消費者庁）において、トランス脂肪酸に関する表示や食品の廃棄量を削減
するため賞味期限の表示のあり方について検討されていることが大きく報道される等、県民の食品表示に対する関心が非常に高い状
況にある。
　このため、県民参加による効果的な施策を通じて、県民の食品表示に関する正しい知識の普及を図ることが必要である。
○ＪＡＳ法の普及啓発など食品表示の適正化対策を推進



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

14      7,327             

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型実施形態

人

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

14      

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



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）

9,634          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 名古屋市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、犬山
市、江南市、稲沢市、扶桑町、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、半田市、常滑市、東
海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、武豊町、碧南市、西尾市、知立市、高
浜市、みよし市、新城市、設楽町、蒲郡市、田原市

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

336             

-                

名古屋市、小牧市、豊田市、豊橋市、豊川市

14,298         

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）

豊田市

名古屋市

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古
屋市、長久手市、東郷町、豊山町、一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口
町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東
海市、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、
みよし市、新城市、東栄町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

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） 大治町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 名古屋市、一宮市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

名古屋市、瀬戸市、春日井市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、長久手市、東郷
町、一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、あま市、蟹
江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、東浦町、南知多町、美浜
町、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、幸田町、豊田市、新城市、設
楽町、東栄町、豊根村、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

②消費生活センター機能強化事業（増設） -                

820             

2,000          

6,187          

-                

①消費生活センター機能強化事業（新設） -                -                

-                

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

300             

-                

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知

334             事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知

8,752          

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知

消費生活相談員のための弁護士相談体制の構築

300             消費生活相談員のための研修会開催

14,284         

5,175          消費生活相談員、消費者行政担当者の研修参加支援

69,280         
消費者被害の未然防止のための消費者教育・啓発（チラシ
配付・講座開催等）

-                

1,400          

-                

2,000          

商品テスト機器の機能強化

69,496         

1,400          

782             

名古屋市

尾張旭市 39               

-                

44,764         

200             

-                

-                

消費生活相談日数・消費生活相談員の拡充、報酬引上げ28,088         

事業者向け啓発講座の開催

39               庁内関係職員の勉強会の開催

200             

講演会の開催

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、東郷町、豊山町、犬山市、稲沢市、岩倉市、
扶桑町、愛西市、あま市、大治町、蟹江町、阿久比町、南知多町、美浜町、西尾市、幸
田町、豊田市、みよし市、新城市、豊橋市、豊川市、蒲郡市

4,324          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

134,958      

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 153,798      

弁護士相談、多重債務相談、メール相談システムの開発委
託、食品表示に関するパンフレット作成等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
名古屋市、瀬戸市、日進市、東郷町、一宮市、岡崎
市、安城市、みよし市、豊橋市

4,324          



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計 追加的総費用

52      28,088            

14,728            

人

法人募集型

-      人日年間研修総日数 -      年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 -      

対象人員数
（報酬引上げ）

15      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 -      人

47      



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

①都道府県の消費者行政予算

119,532           

千円 373,305           

千円

3,723              

205,754           千円 193,330           

366,837           

交付金相当分 222,570          

千円

87,612            

134,958          

積増し相当分

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

566,635           572,591           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

-12,424           

平成23年度 平成24年度

千円千円

1,390              千円 87,612             千円

千円 10,551            

105,718           

千円

135,611           125,060           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

-13,814           千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                    

千円

千円 237,694           -

千円

千円

-4,083            

千円

千円

千円

36%

千円

6,468               

-                    

千円

-                    千円

-

千円

千円

-

千円 -

千円

-

39%

-5,956            

11,941            千円

千円

チェック項目

-

45%

-

-

-17,897           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 361,309           千円 343,412           

千円

241,777           

211,282           

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

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

86,222             

223,223           

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

-

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 -                    



２－２．消費者行政予算について②

人

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

うち管内市町村

％

％

千円

％

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24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

千円

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



２－３．消費者行政予算について③

③都道府県全体の消費者行政予算総額

5,219               千円

千円

千円

千円

千円 140,830           

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

193,330           

87,612             

98,439             

平成20年度

千円 千円

10,827             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 327,366           

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

平成24年度

千円

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）対象外経費 232,475           

千円

223,223           

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

373,305           

135,611           

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

327,366           千円

千円

千円 千円343,412           

千円

千円千円

千円

232,475           千円

千円

千円

千円

566,635           

237,694           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 94,891             千円

①都道府県の消費者行政予算 94,891             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

105,718           千円

千円

千円

千円

239,269           

16,046             



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23年度末

３．基金の管理

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

月額相談員の割合を増やしていく（月額者は厚生年金、健康保険・雇用保険の加入、年休の
増加、健康診断の受診の待遇改善が図られる。）。

相談員総数

相談員数 人

人平成23年度末

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

平成23年度末うち委託等の相談員

37       

30,000                              

千円

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センター等の研修により多くの相談員を参加させる。

施設を相談員・相談者が利用しやすいよう改修整備する。

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 221,403                            

相談員数

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

3,703                               

①報酬の向上

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

37       

相談員数

37       

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

人

相談員総数

千円

222,570                            千円

千円

平成24年度末予定

千円

千円

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1,196                               

716,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

20                                    

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） 29                                    

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

人

千円

3,723                               千円

-                                     

37       
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