
都道府県コード 100005

平成 年度22

群馬県 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）

↑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

221                            

57                              

①参加者総数

②年間研修総日数

15            

3,074        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 263                            

#VALUE!

41,665                        

（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

13,582                        

690                            

-                                -

11,169                        

都道府県

1,221                          531                            

1,000                          

（３）消費生活相談員養成事業

1,119                          

28,083                        

1,432                          3,449                          

③参加自治体

880          

群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、みどり市

管内全体の研修参加

49%

③実地研修受入自治体

18            

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 214,283                                                          

271,780                                                          

-                                

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

4,000                          

221                            

-

②年間研修総日数

214,283                      40,158                        

435,094                                                          

（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

1,119                          

103,220                      104,220                      

-                                

-                                

2,017                          

平成 22 年度 群馬県

事業名

事業計画【総括表】

合計

7,265                          

263                            

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

板倉町、明和町、高崎市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町、玉村町、大泉町、邑楽町、
吾妻広域町村圏振興整備組合

174,125                      

4,000                          -                                

7,208                          

229                            

39,462                        

都道府県予算

50,631                        

消費者行政予算総額

163,314                                                          

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 229                            

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

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）

1,000             

講師謝金、講師旅費

89                 

相談室改修・増設1,000                    

13,582                  

7,208                    

263               

7,208             

4,000             

263                       

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）

一級建築士の活用（面接相談10回、現地調査同行10回）

相談員の県外での研修への参加支援（5人）

相談員等を対象としたレベルアップ研修会等の開催（9回）

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）

対象経費

講師謝金。講師旅費、教材費等

旅費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

89                         

講師謝金、講師旅費、教材作成費、会議費1,928                    

消費生活相談員の報酬のベースアップ 229               

講師謝金、講師旅費、会議費、広報資料作成費、委員
手当、委員旅費、教材資料作成費、委託料

4,000                    

委員手当、委員旅費

報酬、社会保険料

商品テスト機器の購入

事業名 事業の概要

消費生活センターの拡充

1,928             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 690                       

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）

講師謝金、講師旅費、会場借料、会議費、広報資料・
コンテンツ作成費

11,169                  11,169           

13,582           相談員養成の実務的研修の開催

690               

消費者教育・啓発活性化のための活動強化⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テストの拡充

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

苦情処理委員会の拡充

229                       

40,158          

管内町で新設する消費生活センターと連携したタウンミーティ
ングの開催、消費生活問題審議会の拡充、多重債務者対策、
消費者団体育成・支援等

40,158                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

商品テストに使用するデジタルマイクロスコープの追加設置

消費生活問題審議会（年1回）、多重債務者の生活再建相談会（毎月2回）

相談者が相談しやすい環境を整備するための相談室の改修・増設

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）

管内の市町村からの要望を踏まえ、初級19人、中級13人を養成するための実務的研修の開催

（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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

ＤＶＤ再生機器一式の整備、消費者法関係図書の購入

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）消費生活情報紙発行（72,000部）

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センターが開催する研修会へ参加するための旅費を支援（10名分）（既存）

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

管内の相談員及び担当職員を対象に、多重債務者庁内連絡体制確立のための研修会の年2回開催

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

苦情処理委員会に係る予算を1回分計上しているが、開催実績なし（既存）

教員、消費者団体、社協、民生委員、地域包括支援センター及びホームヘルパー等を対象とした研修会の開催、多重債務者無料相談会の周知、ポ
ケットティッシュ、クリアファイル、新聞広告及びラジオＣＭ等による啓発強化、外国人向け消費生活相談パンフレットの作成、高齢者被害防止共同キャ
ンペーンの実施

経済産業研究所が開催する研修会へ参加するための旅費を支援（5名分）

弁護士による法律相談を毎月2回、年24回開催

（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）

事業名

住宅の新築・リフォーム等に関する消費生活相談に対応するため、一級建築士を活用（面接相談10回、現地調査同行10回）

（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）

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）

（既存）

（強化）

年2回開催

（強化）

担当職員及び相談員を対象とした基礎講座（1回）、技術向上研修会（5回）、消費生活相談員ゼミナール（3回）の開催

管内町で新設する消費生活センターと連携したタウンミーティングの開催、消費生活問題審議会の追加開催、消費者団体に対する物価調査委託、訪
問販売被害防止対策

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）

（既存）なし

消費生活相談員（9人）の報酬のベースアップを行う。



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

9       229                

参加者数

人日

人人 3      

自治体参加型

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

対象人員数
（報酬引上げ）

9       

年間実地研修受入総日数 60    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）



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）

前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林
市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、
甘楽町、玉村町、大泉町、邑楽町

95,559

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 榛東村、神流町、上野村

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）

0

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）

前橋市、高崎市、富岡市 531

沼田市 222

前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林
市、渋川市、藤岡市、富岡市、みどり市、長野原
町、嬬恋村、大泉町、邑楽町

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）

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

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、
館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、みどり市、榛東村、吉
岡町、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、中之条町、
東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、片品
村、川場村、みなかみ町、昭和村、玉村町、板倉町、明
和町、千代田町、大泉町、邑楽町、吾妻広域町村圏振興
整備組合

高崎市、桐生市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽
町、玉村町、板倉町、明和町、大泉町、邑楽町、吾
妻広域町村圏振興整備組合

7,675
事務所の改修、機材・事務用機器・車両の設置、執務参考
資料購入、消費生活センターの住民への周知に係る経費

0②消費生活センター機能強化事業（増設） 0

①消費生活センター機能強化事業（新設） 板倉町、明和町、吾妻広域町村圏振興整備組合 7,676

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 28,083

事務所の設置・改修、機材・事務用機器の設置、執務参考
資料購入、消費生活センターの住民への周知に係る経費

0

95,545

0

28,240

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入

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

531 弁護士の活用

0

1,119

1,860 1,432

1,120

相談員・担当職員の研修参加支援

相談員15名の養成

0

0

221

36 社会福祉協議会・商工会との連携

食品表示・安全に関する講演会の開催

0

0

0

0

消費者リーダー等の養成、講演会の開催、消費者被害防止
のための啓発資料等の購入・作成、消費者教育・啓発に必
要な機材・事務用機器

嬬恋村 37

39,485

⑨消費生活相談窓口高度化事業

39,462

0

0

0

0

0

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

0

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

21

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）

消費者行政活性化に必要な執務参考資料購入⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 長野原町 21

174,125      合計 174,751      



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

対象人員数計 追加的総費用

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

280   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 14    

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 15    人



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

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

千円

174,125           39,486             

交付金相当分 214,283          

千円

40,158            

174,125          

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

59,504            

435,094           320,313           

平成21年度 平成22年度

千円 123,156           166,372           

千円

20,140            千円 40,158             千円

前年度差

-43,216           千円

千円

20,018             

千円

133,923           

積増し相当分

-23,076           

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

3,218              千円千円千円 97,655             -

千円

千円

-

186,390           千円 163,314           

千円 271,780           

49%

千円

64%

154,779           千円

134,639           

137,857           

114,781           -

千円 -

千円

チェック項目

-

25%

-

-

-39,998           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

260,809           千円 220,811           

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

214,283           

千円

94,437             

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

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 -                    



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 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

-                     

220,811           

123,156           

97,655             

0.492498173

千円

千円

％

％

％

-                     

-                     

-                     

0.640683641

0.245894412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）

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

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



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

214,283                            千円

３．基金の管理

相談員数

具体的内容

相談員の月額報酬の向上

相談員総数

相談員数 人

人

平成21年度末

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

相談員数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成21年度末

千円

千円

400,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 131,335                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

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）

県外への研修参加のための旅費の支援

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 345,407                            

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

相談員数

10       

10       相談員総数

相談員数

相談員数

10       

平成22年度末予定

-                                     千円

-                                     

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）

211                                  千円

千円

人

10       人


