
都道府県コード 160008

平成 年度22

富山県 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

3,810                          

①参加者総数

#VALUE!

24,237                        

114,995                                                          

118,088                                                          

15,341                        

実施形態

基金取崩し額

89                              

2,257                          

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

47%

-                                

取崩し割合

管内市町村予算総額

350          

9,638                          

（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

8,078                          

3,103                          

-                                -

富山県

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

7              

②年間研修総日数

4              

200          

②年間研修総日数

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

180                            

都道府県予算

46,341                        

（３）消費生活相談員養成事業 1,560                          

3,540                          

2,954                          

114,995                      

（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

22,619                        

-                                

3,283                          

市町村

15,383                        

事業名 都道府県

5,040                          

- 1,246                          

15,341                        

自治体参加型

22,104                        

③参加自治体

2,086                          

53,881                        

246,612                                                          

平成 22 年度 富山県 事業計画【総括表】

①参加者総数

富山市、氷見市、黒部市、小矢部市

61,114                        

3,540                          -                                

1,880                          

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

法人募集型

4,137                          

消費者行政予算総額

128,524                                                          

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

7,236                          

1,246                          

3,721                          



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）

事業名

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）

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）

県民情報コーナーの整備（備品・図書購入費）、ＨＰ作
成費、啓発用機材購入費、自動ドア設置

2,086          

講演会等開催費、ＤＶＤ・パンフレット制作委託費、パン
フレット作成費

7,236          

謝金、旅費

3,721          

7,236                 

8,078                 

1,880                 

3,721                 

3,103                 

1,880          

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）

弁護士・司法書士の活用（週1回）
苦情処理専門員拡充配置（月3回→月5回）
建築士等専門家の活用（月2回）

消費生活相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講座の開催（1回）
消費生活専門相談員資格取得支援講座の開催（2回）
弁護士会との消費者問題事例研修会（3回）

輸入食品の安全に関する啓発講座等開催（平成22年6
月予定）、食品表示・安全啓発強化

対象経費

研修委託費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、参考図書（参加者貸
出用）購入費、研修委託費

2,086                 

3,540          

謝金、リーフレット作成費、委託費

3,540                 商品テスト機器の購入費

事業の概要

消費生活センターの拡充（平成22年4月・10月予定）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催） 相談員養成の実務的研修の開催（18名）

研修委託費、会場借料、ＣＭ放送費、講師謝礼、講師
旅費、新聞広報費、教材費、バス車内アナウンス費、啓
発用教材の購入費

24,237               24,237        

8,078          

3,103          

消費者被害防止のための啓発強化⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テスト機能強化

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計 53,881        

関係機関との共催による多重債務者無料相談会
市町村消費生活相談窓口支援

53,881              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（既存）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

老人クラブ対象に啓発講座を年50回開催、訪問販売お断りシール配布

（既存）

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業

苦情処理専門員（弁護士）を月5回に拡充配置、新たに多重債務専門相談事業に弁護士又は司法書士を週1回3時間活用、建築士
等専門家を月2回3時間活用

なし

⑦消費生活相談窓口高度化事業
苦情処理専門員（弁護士）を月3回配置

県民情報コーナーの情報が充実していない、検索しにくいＨＰ、入口ドアが重く入りにくい

（強化）

（強化）

（既存）

県民情報コーナーに閲覧用ディスプレイ等を設置、閲覧図書等の購入、ＨＰリニューアル作成、啓発講座及び研修会用放送機材購
入、自動ドア設置

（強化）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

管内の市町村からの要望を踏まえ18名を養成するための実務的研修の開催

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）

なし

市町村職員・相談員を対象とした研修を年4回開催、年2回の弁護士会との事例検討会は相談員が自費で参加

新たにシステム顕微鏡等テスト機器を購入

輸入食品の安全に関する啓発講座等開催（3日間）、食肉の安全啓発ＤＶＤ・パンフレット制作、食品表示パンフレット作成

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）

上記に加え、新たに県主催でレベルアップ講座を年1回（2日間）、消費生活専門相談員の資格取得のための講座を年1回（3日間）、
年3回県主催で弁護士会との研修会を開催

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）
新たに対象を2団体増やし年30回増加開催、訪問販売お断りシール拡充配布、消費者カレッジ講座開催（7日間）、若者を対象にした
啓発講座の開催、消費者月間事業の充実、マスメディア・公共交通機関を利用した広報･啓発、テキスト作成、啓発用教材の購入

（既存）

関係機関との共催による多重債務者無料相談会の実施（相談員同席）、啓発リーフレット作成、相談員が未設置の市町村にコーディ
ネーターを派遣し、相談窓口を強化・支援

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）

なし

品質性能検査に対応できる機能がない

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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

人

人 千円-       -                   

対象人員数計 追加的総費用

自治体参加型 法人募集型

-      

実施形態

人

-       

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）

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

-      

人

人日人日

参加者数　　　　　　　　 7      

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

年間実地研修受入総日数 91    

-                   

年間研修総日数



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）

25,072        

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 富山市

富山市、高岡市、氷見市、黒部市 1,560          

7,920          

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

滑川市、射水市 2,868          ①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
魚津市、氷見市、黒部市、小矢部市、南砺市、
舟橋村、入善町、立山町

②消費生活センター機能強化事業（増設） -                

-                

富山市、高岡市、砺波市

1,412          新設2箇所

-                

1,246          

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 1,560          

拡充3箇所

-                

13,971        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）

拡充8市町村8箇所

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

富山市 180             180             弁護士活用の拡充

276             研修会開催

2,776          2,678          

286             

食品表示・安全機能強化に関する啓発

研修会参加支援

89              

-                

-                

89              

-                

-                

消費者被害防止のための啓発

-                

15,341        

-                

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部
市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、入善町

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

富山市、砺波市

22,104        

-                

富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小
矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝
日町

相談員の増員（富山市、高岡市、氷見市、黒部市）、勤務日
数の増加（射水市）、相談員時間外手当

22,128        

-                

22,622        

-                

-                

弁護士による相談の実施、専門相談員の養成

61,114        

2,257          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、南砺市、 2,587          

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 富山市、高岡市、氷見市、黒部市、射水市

合計 88,088        



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11      15,341            

対象人員数計 追加的総費用

人

法人募集型

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 200   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数人

11,975            

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）

人日

6       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 4      

11      



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

平成21年度

千円

-                     

千円

①都道府県の消費者行政予算

平成22年度

千円

114,995          

千円

53,881            

61,114            

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

246,612           221,679           

74,643             71,464             

119,657           

千円 -                     千円

48,193             

千円

5,688              千円 53,881             千円

千円 千円

前年度差

3,179              千円

8,867               

-                    千円

128,524           

118,088           102,022           

100,000           

51,807             

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

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

積増し相当分

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-

千円

千円

-

47%

52%

-

-

-

千円

9,307              

16,066             

24,933            

千円

千円

6,759              千円

-                    

チェック項目

-

42%

-

-

9,938              

-                     

--                    

121,679           千円 131,617           

うち基金（交付金相当分）対象経費

114,995           

千円

50,215             

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

うち基金（交付金相当分）取崩し額

-                     

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

千円

61,114             

千円 14,995            

千円 56,974             

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



２－２．消費者行政予算について②

人

千円

千円

％

74,643             

％

-                     

人

人

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

％

-                     

-                     

0.5175293

0.419229093

56,974             

0.466299288

うち都道府県

うち管内市町村

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）

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

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

-                     

131,617           

うち管内市町村 人



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

３．基金の管理

通勤手当限度額の撤廃

具体的内容

報酬を年収ベースで5%増額

平成22年度末予定

相談員数

9        

-        人

人

人

3        

相談員数

-        

2        平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

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 相談員総数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

平成21年度末

平成21年度末

千円

千円

千円

300,000                            

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）

県主催の研修をさらに充実

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 209,084                            

千円

12       相談員総数

相談員数

相談員数

9        

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 94,689                              

設置当初の基金残高（積増し相当分）

-                                     

114,995                            

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

11       人平成22年度末予定

-                                     千円

千円

千円

-                                     

-                                     

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

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）

600                                  


