
都道府県コード 080004

平成 年度22

茨城県 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）

40,920                        

9,247                          

-                                

86,689                        

-                                -                                

37,897                        

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

4,780                          

1,879                          

-

126,425                      

-                                100                            

48,792                        

-

（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

5,499                          

（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

-                                

事業計画【総括表】

5,017                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

3,942                          30,312                        

市町村

-                                

-                                -                                

4,498                          6,800                          

9,172                          3,673                          

合計

平成

事業名

22 年度 茨城県

都道府県

-                                

69,001                        

4,467                          

2,302                          

9,604                          31,316                        

5,017                          

26,370                        

5,290                          

100                            

（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

（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

7,169                          

合計 195,426                      

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

264,410                                                          

167,845                                                          

432,255                                                          

管内全体の研修参加

45%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

②年間研修総日数

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 195,426                                                          

都道府県予算

消費者行政予算総額

①参加者総数

法人募集型



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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

食の安全に関する意見交換会等の開催及びパンフレット等の
作成 布

事業の概要

消費生活相談員用パソコン等備品の整備、相談室改修、ホー
ムページリニューアル等による情報発信機能強化

各地域の弁護士による随時助言体制の整備（電話及び面談）
弁護士及び一級建築士の活用による相談体制の整備

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

655

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業経費

0

基金（交付金相当
分）対象経費

0

0

対象経費

旅費、参加負担金

備品等購入費、修繕費、委託費、参考図書購入費

講師謝金・旅費・水購入費，会場使用料，参考図書等購入
費

4 467

655

謝金：手数料5,499

講師謝金・旅費・水購入費、会場使用料，印刷製本費，通信
費

0

1,647

0

3,942

0

3,942

4 467

相談員研修会への参加旅費及び負担金の支援

相談員等研修会開催

5,499

1,647

5,263 事務機器・参考書籍等購入費、鑑定手数料、使用料

27

市町村相談員に助言を行う市町村消費生活相談支援員、消
費啓発を専門に行う消費者教育啓発専門員、事業者指導を
専門に行う事業者指導専門員・事業者指導の補助事務員を配
置

市町村消費生活相談支援の市町村巡回指導 27 旅費

⑧食品表示 安全機能強化事業
作成配布

0

4,467

0

報酬，交通費，社会保険料

運搬費
4,467

0

消費者教育講師の派遣，消費生活相談員等養成講座の実
施、消費者被害拡大防止のための新聞広報、消費者啓発キャ
ンペーンの実施、家庭用リーフレットの配布

37,897

0

合計

0

9,604

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

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） 事業者指導体制を強化し、事業者指導を２班体制で実施

69,001              69,001        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

0

講師謝金・旅費，印刷製本費，通信運搬費，会場使用料，
図書・映像等教材購入費、委託費、広告費

37,897

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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

9,604

5,263



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（強化）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存） なし

消費生活相談員パソコン等備品を整備し、相談内容の情報収集を迅速に行えるようにする。休憩室を相談室に改修し、相談室を増やす。ホームページをリ
ニューアルして情報発信を強化する。

（既存）

（強化）

相談コーナーを増設。ヘッドホン式電話機，プロジェクター，パソコン，ワイヤレスマイクアンプの設置。新聞掲載による各市町村及び県消費生活センターの
周知。

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

相談員のレベルアップのための事例研究等研修会の開催（強化）

相談員及び相談担当職員のレベルアップを図るための国民生活センター等の研修参加回数の増

相談員のレベルアップを図るための国民生活センター研修参加を支援

（強化）

事業名

各地域の弁護士との連携により，電話及び面談で直接アドバイスを受けられる体制の整備

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

消費者教育のための出前講座の実施（一般・若者）

⑧食品表示・安全機能強化事業
なし

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

市町村相談員に助言を行う市町村消費生活相談支援員１名及び事業者指導専門員１名の増員、消費啓発を専門に行う消費者教育啓発専門員１名・事業
者指導の補助事務員１名の計２名を新規に配置し、市町村相談支援・消費者教育啓発・事業者指導の体制強化。

消費者教育のための出前講座を中学生・高校生等に要請し被害防止啓発を強化。高齢者を対象とした啓発キャンペーンの実施。県民を対象とした消費生
活相談員等養成講座の実施により県民の消費者教育を強化。消費者被害のおそれのある情報を新聞に掲載し県民の被害防止啓発を強化。

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

市町村消費生活相談支援員及び事業者指導専門員の１名配置

食の安全に関する意見交換会等の開催。食品表示制度の周知や食の安全についての啓発を図るためのパンフレット等の作成・配布。

（既存）

（既存）

（強化）

事業者指導専門員１名配置

（既存）

（強化）

なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

事業者指導を専門に行う事業者指導専門員１名を増員、事業者指導の補助事務員１名を新規に配置し、２班体制による事業者指導を強化をするための事
務機器（パソコン・カメラ・携帯用プリンター・机・イス・書類保管庫・参考書籍等）を整備、専門家による瑕疵の有無の鑑定、事業者指導に係る車両借上代

（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） 新規にセンターを開設した市町村又は相談員としての経験の浅い市町村相談員に対して、市町村を訪問し相談対応方法等の助言を実施。

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）



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

人日

人人

実施形態

研修参加・受入要望

年間研修総日数

参加者数 実地研修受入人数

自治体参加型 法人募集型

人日

9,604              

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6,147.5           

年間実地研修受入総日数

4      



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）

日立市、土浦市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、高萩市、笠間市、取手市、鹿嶋市、
守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖
市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、大子町、美
浦村、阿見町、河内町、五霞町、利根町

⑨消費生活相談窓口高度化事業

-                 

4,467           

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、
つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷
市、かすみがうら市、桜川市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東海村、美浦村、阿見
町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 河内町、五霞町、境町 560             

10               参考図書の購入　等

-                 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） 茨城町 10               

550             備品の整備、窓口の広報、参考図書の購入　等

備品の購入　等

26,360         

4,467           ⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 高萩市、北茨城市、城里町、大子町

センター周知拡充、相談室の整備、備品の整備、参考書籍の購入　等26,750         

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

465             講師謝金　等

4,033           

-                 

弁護士謝金　等

研修旅費、参加負担金、教材費　等

3,673           
日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、常総市、取手市、つくば市、潮来市、坂東市、神栖
市、行方市、小美玉市、美浦村

3,673           

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 古河市、結城市、ひたちなか市 465             

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） 4,886           

⑫食品表示・安全機能強化事業

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） -                 

相談員の増員、勤務時間の延長等に係る人件費

-                 

-                 

-                 

出前講座の開催、啓発リーフレットの作成配布、啓発物品の作成配布、
啓発防止ポスター・パネル等の作成、備品の購入　等

商品テストの委託

-                 

日立市、下妻市、常総市、常陸太田市、坂東市、行方市、東海村、美浦村、阿見町 4,780           
食に関する講習会等の開催、食に関する啓発、食に関する研修会への
参加支援　等

100             

48,792         

4,780           

-                 

警察、福祉関係課所との連携

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高
萩市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂
市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくば
みらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、八千
代町、五霞町

神栖市

49,355         

100             

-                 

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

126,425      

結城市、つくばみらい市、城里町、大子町、阿見町 1,773           

138,465      

1,728           弁護士・司法書士等による法律相談会の開催

-                 

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
水戸市、石岡市、下妻市、常総市、高萩市、北茨城市、取手市、鹿嶋市、守谷市、那珂
市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、鉾田市、茨城町、城里
町、東海村、大子町、美浦村、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

151             大子町 151             

41,495         31,316         

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）

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45    22,318            31,316            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

人

人日



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

-                     千円 -                    

平成22年度

千円

千円 167,845           

前年度差 チェック項目

69,001             千円

千円 38,077             -

別表３ 基金の管理等

交付金相当分 195,426          

千円

69,001            

126,425          

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

129,768           

19,547             

①都道府県の消費者行政予算

平成21年度

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円49,454            

千円

千円

積増し相当分

41%

-千円

647                 

110,221           

95,080             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

432,255           369,155           

千円

114,627           

千円

千円

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）対象経費

239,387           千円

千円

-11,377           

31,345            

25,023             

98,844             

-

45%千円

千円

千円

-

-

千円 -

48%千円

千円

千円

千円 -

うち基金（交付金相当分）対象外経費 144,307           

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

-

-

568                

-6,322            

千円

568                

千円

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

63,100            千円

1,215              

195,426           80,799            

-17,699           

千円

126,425           

264,410           

千円

1,215               

137,985           

236,829           

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

254,528           千円

647                

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分） -                                     

千円

千円

千円

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 207,520                            

千円

513,000                            

３．基金の管理

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 400,520                            

千円

-                                     千円

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）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分） -                                     

千円

2,426                               

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

195,426                            

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

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

平成22年度末予定 人

相談員数 12       平成22年度末予定17       

具体的内容

人相談員数 相談員数

相談員総数 平成22年度末予定

相談員数平成21年度末

消費生活相談員の配置 相談員総数

平成22年度末予定

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成21年度末

相談員数

相談員数

平成21年度末うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

平成21年度末

④その他

処遇改善の取組

○

17       

うち委託等の相談員

国センへの研修旅費の支援

人12       


