
都道府県コード 130001

平成 年度24

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）

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

合計

（９）商品テスト強化事業

106,010                      

-                                7,518                          

-                                

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

平成 24 年度 東京都 事業計画【総括表】

-                                

520                            

-                                

2,193                          

- 520                            

51,463                        

26,740                        

（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

8,848                          

-                                

6,643                          

市町村

8,848                          

事業名 都道府県

-                                

-                                

1,638                          

171                            

（７）食品表示・安全機能強化事業

6,643                          

26,740                        

（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

-                                

-                                

-                                -

7,518                          

2,193                          

276                            

1,638                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                171                            

106,010                      

276                            

-                                

51,463                        

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

消費者行政予算総額

802,144                                                          

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

③参加自治体

1,887,102                                                       

都道府県予算

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

②年間研修総日数

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

6%取崩し割合

①参加者総数

10                              

106,010                                                          

1,084,958                                                       



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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

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）

平成２４年度は区市町村に配分予定

-                      -               

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

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）

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

事業名

（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）
（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

（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）
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）

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

（既存）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

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）

（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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）



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）

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

実施形態 法人募集型

人

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

人日

人

自治体参加型

対象人員数計 追加的総費用

参加者数

人 千円

対象人員数計 追加的総費用



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）

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

中央区、杉並区、北区、足立区、江戸川区、八王子
市、三鷹市、調布市、町田市、日野市、国立市、狛
江市、清瀬市、多摩市

8,848          8,848          相談室等の拡充、周知の強化等４２箇所

相談窓口等の拡充、周知の強化等６箇所520             

-                

-                

-                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） -                -                

-                

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）

520             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                

-                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 福生市、あきる野市

-                

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

35,895         

-                

7,518          
目黒区、立川市、府中市、昭島市、武蔵村山市、稲
城市

26,740         

11,965         

276             

放射性物質の検査機器の整備、検査の委託

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）

-                

-                

6,643          弁護士等のアドバイザー契約

861             

1,332          

実務研修会等の開催

中央区、文京区、江東区、品川区、杉並区、足立
区、葛飾区、江戸川区、八王子市、三鷹市、青梅
市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、日野市、
東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、清瀬市、
羽村市、あきる野市

⑭商品テスト強化事業

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）

新宿区、文京区、江東区、品川区、足立区、葛飾
区、江戸川区、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、
町田市、小金井市、国分寺市、東久留米市

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） 港区、杉並区、板橋区、府中市、町田市、日野市

7,043          

三鷹市、清瀬市 276             

1,564          

861             

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

中央区、港区、新宿区、品川区、渋谷区、杉並区、
板橋区、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、府中市、昭島
市、調布市、町田市、小金井市、東村山市、国分寺
市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、
羽村市、あきる野市、日の出町

城市



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） 練馬区、葛飾区、八王子市、国分寺市 2,194          

106,010      合計 156,738      

-                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,638          

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）

87,401         51,463         

委員手当

-                

一元的相談窓口の人的体制整備
（報酬・費用弁償等）

171             

-                連絡協議会の委員手当

171             国分寺市⑮地方苦情処理委員会活性化事業

-                

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

対象人員数

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

64      

人

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

25,100            

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

44      

対象人員数計 追加的総費用

82      51,463            



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

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

チェック項目

-

10%

積増し相当分

平成23年度 平成24年度

千円961,370           千円 802,144           

78,503             千円

前年度差

-159,226          千円①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

千円

別表３ 基金の管理等

106,010          

千円

-                    

106,010          

-                    

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円175,836           -97,333           千円

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 -                    

-285,606         10%

-                     

470,119           

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

1,463,762         

千円

千円

1,955,013        千円 1,702,589        

千円-                    

-252,424         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

-188,273         

-378,804          

-538,030         千円

10%

-

-

-190,531         

千円

-

千円

-

千円 -

-

千円978,948           

184,513           

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

千円

294,283           

1,169,479         

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

1,887,102        2,425,132        

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

106,010           

723,641           

-

-61,893           千円785,534           

1,084,958         

-                    -                   



２－２．消費者行政予算について②

千円

千円

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）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

-                     

-                     

-                     

1,702,589         

723,641           

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）

千円

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

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

％

978,948           

％

％9.77088514

9.786646787

9.777584889



２－３．消費者行政予算について③

1,149,302         千円

①都道府県の消費者行政予算 1,149,302         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円

千円

1,887,102         

184,513           

737,800           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 51,463             

1,149,302         千円

978,948           うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 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

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度 平成23年度

千円802,144           

千円

1,084,958         

106,010           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

78,503             

-347,158          

千円

千円723,641           

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

千円

-425,661          

1,084,958         

978,948           

千円553,287           

千円

千円1,702,589         

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 51,463             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,149,302         千円



-                                     

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

4,000                               千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 144,773                            

千円

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

-                                     千円

千円

42,763                              

３．基金の管理

千円

1,200,000                         

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

106,010                            

千円

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     

-                                     

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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

人

40       人40       相談員総数

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

平成24年度末予定

平成24年度末予定

④その他

処遇改善の取組

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

消費生活相談員の配置

具体的内容

平成23年度末 平成24年度末予定 相談員数相談員数うち委託等の相談員 人

人平成24年度末予定 相談員数

相談員数

40       40       

相談員総数

相談員数

平成23年度末


