
都道府県コード 210005

平成 年度21

岐阜県 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）

1,600                          （11）一元化相談窓口緊急整備事業 1,246                          354                            

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

44,487                        22,257                        22,230                        

6,624                          

（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

-                                

-                                

11,269                        （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

-                                -                                

812                            

-                                

2,250                          3,062                          

900                            

合計

事業計画【総括表】

6,095                          

-                                -                                

-

-                                

6,095                          

平成 21 年度 岐阜県

事業名 市町村都道府県

（７）食品表示・安全機能強化事業

4,645                          

900                            

-

12,137                        

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

（９）商品テスト強化事業

21,561                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

-                                

9,424                          

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

①参加者総数

都道府県予算

44,487                                                            

48,053                                                            

123,554                                                          

-

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

管内全体の研修参加

36%

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

③実地研修受入自治体

消費者行政予算総額

75,501                                                            



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）

650

6,624

講師謝金　200千円　講師旅費　300千円　会場使用料
150千円

別表１ 都道府県実施事業分

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

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

650

対象経費

 

旅費　1,100千円　教材費（消耗品費）　400千円　研修
費(負担金）　100千円

基金（交付金相当
分）対象経費

・工事請負費（電話回線敷設　６箇所）　699千円
・備品購入（電話機、テレビ、啓発用ＤＶＤ）　307千円
・消耗品（書籍、電話録音装置　等）　335千円
・消費者ホットライン広報用マグネット作成5,283千円

1,600

 

事業経費

6,624

1,600

 

事業の概要

・消費者ホットラインの運用開始に向けて、県消費生活相
談窓口（振興局）に直通電話回線、留守番電話機を敷設
・県のメイン消費生活センターである県民生活相談セン
ターの機能強化のため、備品、書籍などを整備
・消費者ホットライン電話番号の広報

消費生活相談員が国民生活センター主催の研修に参加

 

①消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活相談窓口で相談に従事する消費生活相談員
のレベルアップを図るための研修の開催

12,137

・広告等委託料　8,305千円、消費者啓発冊子作成974
千円
・ｺﾝﾋﾞﾆＡＴＭ画面表示設定　82台　2,600千円
・啓発用備品購入（DVD）　258千円

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談窓口高度化事業

合計 22,257               22,373        

12,137

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

・県民生活相談センターに消費生活相談員を増設

　

　

相談員の増設（2名）

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

・消費者被害の未然防止、消費生活相談窓口の周知に
よる被害の救済を図るため、広報啓発事業を実施
・コンビニエンスストアのＡＴＭ利用客に対し、県の多重
債務相談窓口として、県民生活相談センターの連絡先を
集中的に広報
・消費者啓発用DVDの購入

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）

1,246

　　⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 1,362

　

　



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

なし

消費生活センターの機能強化・充実のため、事務用機器、電話回線の新設などの整備を実施、消費者ホットライン広報用マグネット配布

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

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）

消費生活相談員が国民生活センター等主催の研修参加を拡充
国民生活センター主催研修：有資格者８名×１回、無資格者８名×２回、消費生活相談員協会研修　相談員全員１６名×２日、無資格者８名×４日

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）

・市町村消費者行政担当職員（行政職員）向けの研修実施（２回）

 

（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活相談員が国民生活センター等主催の研修に参加

消費生活相談窓口で相談に従事する消費生活相談員等のレベルアップを図るため関係法令や専門性の高い分野について外部講師を招き研修を開催（４回）

　

（強化）

（既存）

（強化）
⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

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）

（既存）

・学校教育（高校生）指導用の消費者教育副教材の作成、消費生活出前講座の開催

⑩商品テスト強化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業

（強化）

　

県民生活相談センターに消費生活相談員を２名増設

　

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

・悪質商法などの消費者被害の未然防止、消費生活相談窓口の周知による被害の救済を図るため、広報啓発事業を実施(ラジオ・新聞
広告、成人式冊子配布、大学・短大生への冊子配布）
・コンビニエンスストアのＡＴＭ利用客に対し、県の多重債務相談窓口として、県民生活相談センターの連絡先を集中的に広報
・消費者啓発用DVDを購入し、消費者向けに貸し出を実施

⑫一元化相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員数16名（県民生活相談センター１0名、振興局６箇所×１名）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

 

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）
（強化）

（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1,080

年間研修総日数 人日

参加者数

実施形態

-

人 - 人

自治体参加型 法人募集型

-

年間実地研修受入総日数 - 人日

2      1,246

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．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） - -

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） - - -

・施設整備、備品購入、電話回線整備（岐阜市）

-

1,445

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） -

3,200
・センター開設に向けた相談窓口の施設整備（大垣市）
・センターの新設に伴う施設整備（可児市）

-- -

-

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） 大垣市、可児市 3,200

岐阜市 大垣市 可児市 山県市 本巣市 郡上市

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 岐阜市 1,686

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 美濃加茂市、山県市、瑞穂市、本巣市 8,523

・消費生活相談室執務室改修、図書購入（美濃加茂市）
・相談コーナー設置（山県市）
・相談室備品購入、住民への窓口の周知（瑞穂市）
・執務参考図書購入（本巣市）

-

6,095

924 812
・国民生活センターの研修参加（岐阜市 山県市 本巣市 郡上市）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援）

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） - -

⑨消費生活相談窓口高度化事業

- -

9,729

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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 -

-

⑬消費者教育・啓発活性化事業
岐阜市、美濃加茂市、瑞穂市、山県市、本巣市、郡
上市

-

-

岐阜市、大垣市、可児市、山県市、本巣市、郡上市

-

-

-

-

相談員の増員（大垣市）、相談日の増設、勤務日数の増加、
配置増員（可児市）

・中学生を対象とした啓発（岐阜市）、消費生活展の開催（岐阜市）、
消費者モニターの消費者関係施設見学（岐阜市）
・教材、パンフレットの作成（美濃加茂市、郡上市）・講演会の開催
（山県市、本巣市）
・講座、研修等の開催（山県市、郡上市）・パンフレットの購入（瑞穂
市）

-

9,424

-

- -

--

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 大垣市、可児市 354

-

354

岐阜市 900 900 ・弁護士による相談窓口のサポート及び実務Ｑ＆Ａ作成（岐阜市）

924 812

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） ー

・国民生活センターの研修参加（岐阜市、山県市、本巣市、郡上市）
・県主催の研修会参加（可児市、大垣市）

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）

-

⑫食品表示・安全機能強化事業

- -

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）

22,230        25,316        合計



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 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      236 354

研修参加・受入要望

参加者数 - -

- 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人

年間研修総日数 - 人日

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数



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

45,602

千円

- 千円 22,257             千円

-

積増し相当分

前年度差

58,674 千円 75,501

千円

16,827             

- 千円

千円

-

チェック項目

-

29%

-

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

平成20年度 平成21年度

44,487            

千円

22,257            

22,230            

交付金相当分

千円 -                     千円

123,554           82,539            

-

千円 -5,430            

-

千円 48,053

36%

1,958              千円

-24,188             千円

千円 -

46%

千円

-

41,015            -

千円 -

千円

千円

-

-

千円千円うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

千円-

千円

53,244             58,674             

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

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

　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

82,539            千円 79,067            -3,472            

22,230             千円

23,865

-

千円

千円

千円

千円

44,487            

千円

23,865             

-                     

千円

25,823             

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

-                    千円-

-



22,500                              千円

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 3,099 千円

３．基金の管理

平成21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 350,000

千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

1,082

千円

350,000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） 331,112                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 130,000 千円

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

44,487                              

130,000 千円

千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分）

千円22,500                              

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

45,602                              千円

107,980                          

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

④その他

処遇改善の取組

○

○

うち委託先職員等の相談員

具体的内容

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

0

③就労環境の向上

県開催、他機関主催の研修参加旅費を支援

電話の増設等を実施

①報酬の向上

②研修参加支援

千円

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

0 平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

相談員数

16

0

平成21年度末予定

相談員数

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

18       相談員総数

相談員数

相談員数

18

0 人

16       人

107,980                          


