
都道府県コード 150002

平成 年度22

新潟県 事業計画 

都道府県事業計画変更後



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）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

47,297                        

消費者行政予算総額

74,431                                                            

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元化相談窓口緊急整備事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

-                                

②年間研修総日数

-                                16,136                        16,136                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 1,059                          5,769                          4,710                          

93,031                        

236,243                                                          

-                                

-                                

32,024                        

2,099                          2,099                          

-                                

-

61,007                        

-                                -                                

-                                

平成 22 年度 新潟県

事業名

-

事業計画【総括表】

管内市町村予算総額

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

9,960                          

2,873                          5,234                          （１）消費生活センター機能強化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

21,929                        

実施形態

基金取崩し額 93,031                                                            

161,812                                                          

管内全体の研修参加

39%

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

③実地研修受入自治体

①参加者総数

25,368                        

-                                

-                                

9,960                          

-                                

3,932                          

1,467                          378                            

759                            

市町村都道府県 合計

2,361                          

4,691                          

1,845                          

（２）消費生活相談スタートアップ事業

①参加者総数

②年間研修総日数

（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

-                                



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）

32,024        32,024               

888                    

旅費
＜事業者指導用公用車導入　取り止め＞

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

合計

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、法執行

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

事業の概要

センター周知広報

相談員、担当課職員の研修参加

基金（交付金相当
分）対象経費

相談員、担当課職員、消費生活サポーター等を対象に
した研修の開催

2,099          

118                    

2,099                 

講師謝金、旅費、資料作成費、広告代理店委託費等
＜広告計画変更　バス広告等取り止め＞

県弁護士会委託費888             

171                    

大学や高齢者を見守る人達への悪質商法被害防止講
座の開催ほか、TVや雑誌等の媒体を使っての啓発強化

食品の安全・安心についての講演会の開催

378                    相談員が弁護士の助言を受ける機会を設定

171             

対象経費

旅費

事業経費

118             

2,361                 

25,368         25,368                

県が県弁護士会と契約し、弁護士と接する機会が尐ない
市町村の消費生活相談会へ弁護士を派遣

講師謝金、旅費、会場費

641                    

情報提供パネル作成、センター周知広報（新聞掲載）
<広報展示室改修　繰り延べ＞

378             

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

開催経費

2,361          

弁護士謝金、旅費

641             

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

事業者指導、法執行に係る経費の予算確保

県が県弁護士会と契約し、弁護士と接する機会が尐ない市町村の消費生活相談会へ弁護士を派遣

（既存）

（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）
なし

なし

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員、担当課職員の研修参加支援（予算確保）

随時の弁護士助言の機会なし

（強化）

（強化）

（既存）

事業名

定期的（月１回）及び随時、弁護士に助言を受けられるように機会設定（予算確保）

なし

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

大学や高齢者を見守る人達への悪質商法被害防止講座の開催、TVや雑誌等の媒体を使っての啓発強化ほか

担当課職員研修予算なし（既存）

相談員のみ対象

なし

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

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

相談員、担当課職員、消費生活サポーター対象

（既存）

（強化）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

（強化）

センター知名度向上のため新聞広告を行う。

大学対象なし、民生委員等への悪質商法被害防止の研修を委託にて実施
⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業
食品の安全・安心についての講演会開催

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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）



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

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

実施形態

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

年間実地研修受入総日数

人

自治体参加型 法人募集型

人日年間研修総日数 人日

参加者数



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）

4,710          消費生活相談会、多重債務相談会の開催経費等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 61,007       65,754       

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

新潟市、長岡市、上越市、新発田市、小千谷市、
糸魚川市、妙高市、魚沼市、南魚沼市、胎内市

4,710          

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 新潟市、村上市、柏崎市、見附市、聖籠町 16,136        消費者庁設置に伴う相談員増

講演会講師謝金、旅費、資料作成、チラシ、パンフレット作成など

17,706        

9,960          

22,334        

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

4,355          

長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、
小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、
燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、
佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、
出雲崎町、刈羽村

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
三条市、加茂市、十日町市、見附市、糸魚川市、
魚沼市、南魚沼市

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

拡充８箇所　防音対策、冷暖房設備導入など

新潟市、佐渡市 1,480          1,467          弁護士等専門家の活用

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

新規３箇所

3,932          

9,960          

各種研修、講習会等参加旅費支援

⑬消費者教育・啓発活性化事業

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、
新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附
市、
村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、
阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、阿賀町、出雲崎町、津南町、刈羽村

2,873          5,209          

基金（交付金
相当分）対象
経費計

拡充３箇所　設備整備など

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

21,929        

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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） 長岡市、村上市、佐渡市



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

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 人

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 人日

11    18,455           16,138           

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用



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）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 -                   -                   

78,393           

うち基金（交付金相当分）対象経費 61,007            

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

8,679              

18,161           

89                 千円千円 100,805           

93,031           

千円

139,689          千円 143,212          3,523             うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

千円

-                    

-千円

-

-

38%

14,638           千円

8,590             

-

千円

161,812           

39%

千円

3,434             千円

千円 -

-千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円 -                   

千円

積増し相当分

千円

25,976            千円 32,024            千円

-                    

千円

平成22年度

千円 42,407            38,973            

千円

6,048             

千円

64,949            千円 74,431            

236,243          218,082          

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

-                   

交付金相当分 93,031           

千円

32,024           

61,007           

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）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

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-                    

52,417            

153,133           

100,716           

①都道府県の消費者行政予算

平成21年度

千円

千円

前年度差

9,482              

-                   千円

チェック項目

-

43%



430,000－取崩78,393+基金利子274=351,881

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

8        人

-                                    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）

189                                 

93,031                            

平成22年度の基金取崩し予定額（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

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

相談員数

8        

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

-                                    

8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

人

①報酬の向上

②研修参加支援

-                                    千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 259,039                           千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

うち委託等の相談員

千円

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）

研修旅費等支援

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 351,881                           

430,000                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

千円

-                                    

④その他

処遇改善の取組

○

平成21年度末

千円

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

相談員数

平成22年度末予定

具体的内容

相談員総数

相談員数

平成21年度末

人

人

千円

３．基金の管理


