
都道府県コード 230006

平成 年度23

愛知県 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）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

13,166                        

60                              

1,000                         

113,067                      

1,798                         （９）商品テスト強化事業

-                               -                               

126,208                      

580,342                                                         

-                               

1,000                         -                               

45,749                        67,318                        

-                               

愛知県県民生活プラザで受け入れる予定

91,377                        

30,081                        30,081                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 9,091                         

20            

4,075                         

管内市町村予算総額

法人募集型

（１）消費生活センター機能強化事業

4,167                         

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（３）消費生活相談員養成事業 26,581                        

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

②年間研修総日数

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

①参加者総数

都道府県予算

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                               

1,000        

217,585                      合計

③実地研修受入自治体

（５）消費生活相談窓口高度化事業

消費者行政予算総額

210,982                                                         

実施形態

（７）食品表示・安全機能強化事業

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                               

1,738                         

平成 23 年度 愛知県

26,581                        

5,617                         

9,203                         -

-                               

都道府県

9,784                         

事業計画【総括表】

4,051                         

合計

12,124                        

市町村

8,073                         

事業名

②年間研修総日数

37%

管内全体の研修参加

369,360                                                         

取崩し割合

9,203                         

781                            781                            

-

①参加者総数

基金取崩し額 217,585                                                         

自治体参加型

③参加自治体

-                               



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）

○シンポジウム・ワークショップ開催業務委託経費、タウ
ンミーティング実施に係る謝金、旅費、資料作成費、パ
ネル等作成費、使用料及び備品購入費
○食品表示110番メールカード及び啓発資材作成費
○若年消費者教育における調査研究委託経費

○旅行業法に関する手続きについての業者向け印刷
物作成費

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

○関係機関連携推進事業
　　(消費生活相談サポーター養成講座の実施(ケアマネ
ジャー等福祉関係団体職員300人をサポーターとして養
成)

○商品テスト機器の購入(分光測色計)⑩商品テスト強化事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

1,738          

1,280          

○「悪質商法被害防止」啓発事業(出前講座の実施、24
回)
○消費者問題啓発広告事業
　　(各種メディア広告、ＰＲグッズ作成)
○多重債務問題啓発事業(ポスター、リーフの作成)
○貸金業利用者啓発事業(パンフレットの作成)

○国民生活センター研修派遣(3日間、20人)
○消費生活相談アドバイザー研修
　　(国民生活センター研修派遣(3日間、8人(アドバイ
ザー))
○消費生活相談員等レベルアップ研修の実施(10人、
10日間)

45,749        

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費

4,051          4,051                 

26,581               26,581        

45,749               

1,738                 

対象経費

○消費生活相談員養成研修実施業務委託経費、消費
生活相談員養成研修参加者の日当、旅費

○分光測色計購入費

○参考図書購入費、備品購入費、相談室改修工事経
費、消費生活センター窓口周知パンフレット作成・配布
経費

○消費生活相談員等レベルアップ研修業務委託経費

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）

1,280                 
○国民生活センター研修経費（旅費、負担金）
○消費生活相談員等レベルアップ研修経費(旅費)

○悪質商法被害防止啓発事業委託経費、
○各種メディア広告業務委託経費、ＰＲグッズ作成委託
経費
○多重債務ポスター等デザイン委託費・印刷費・発送
費
○貸金業利用者啓発パンフレット印刷費

○消費生活相談サポーター養成研修業務委託経費、
資料作成費、職員旅費

2,887          2,887                 

5,774                 

○食品表示に関するリスクコミュニケーション事業
　(シンポジウム・ワークショップ開催、タウンミーティングの実施)
○ＪＡＳ法の普及啓発等食品表示適正化対策事
　(食品表示に関する通報窓口の周知、食品表示の日の実施)
○若年消費者教育における調査研究

350                    350             

91,377              

○旅行業務に関する取引の公正の維持などの周知事
業
(印刷物の作成)

91,377        合計

5,774          

2,967          2,967                 

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

○消費生活相談員養成研修の実施
　　(初級クラス、50日間、２０人)

事業の概要

○各消費生活センターの整備(参考図書購入・備品購
入・改修工事等)、消費生活センターの窓口周知パンフ
レット作成

○消費生活相談員等レベルアップ研修の実施(30人、
10日間)

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）

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）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

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

なし

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（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）

○豊田加茂プラザの拡充に伴う環境整備
　（相談室の拡充・改修、空調機器整備、什器整備）
○各プラザの環境整備
　（参考図書・啓発用ディスプレイスタンド・掲示板の購入）
○セキュリティー機能整備･強化
　(パイオネット用：盗難防止ＰＣロックキット・覗き見防止用ＯＡフィルム・鍵付保管庫の購入）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

なし

○レベルアップ研修（新規事業として、現職相談員等のレベルアップを図るため、中級クラスの研修を委託実施する（３０名、１０日
間）。）

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）

【22年度整備分】
○各消費生活センター整備(参考図書購入、パーテーション設置等相談室の整備改善)
○無線ヘッドセットの購入(全(8)プラザ)
○自動紙折り機の購入(中央プラザ)
○音声自動応答装置の導入（中央以外の7プラザ分）
【現状等】
◎豊田加茂プラザにおける相談室拡充計画有り。また、パイオネットの盗難防止対策が講じられていないプラザがあるなど、セキュリ
ティー機能の整備･強化が課題。

○２０名を対象に５０日間の相談員養成研修(初級コース)を実施する(昨年度からの継続事業)。
　(自治体参加型1名、法人募集型１9名の予定)

（既存）

（既存）

（強化）

○国民生活センター主催の研修会への参加支援（２0名分追加)(初年度からの継続事業)
○アドバイザー研修（新規事業として、国民生活センターが主催するより専門性の高い研修へ、消費生活相談アドバイザーを参加させ
る（８名分）。）

国民生活センター主催の研修会への参加支援（１０名分)（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（強化）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

（強化）



○高齢者の消費者被害防止を図るため、ケアマネジャーを始め福祉関係団体職員等の協力を得て、地域で見守り活動を実施してい
ただくボランティア（消費生活相談サポーター）を300人養成する(初年度からの継続事業)。

○新規事業として、食品表示に関するシンポジウム（１回）、ワークショップ（１回）及びタウンミーティング（５回）を開催することにより、県
民の食品表示に関する正しい知識の普及を図り、食の安全・安心につなげる。
○食品表示に係る通報を受け付ける専用メールアドレスの普及啓発を図るとともに、メール送信を補助する資材を作成配布する(昨年
度からの継続事業)。
○毎月第１木曜日を「食品適正表示の日」と位置付、啓発資材を作成・配布することにより、事業者に適正表示の再点検や、法令順守
を呼びかける(昨年度からの継続事業)。
○若年消費者教育の現状及び教材の調査を実施し、効果的な若年消費者教育の手法を研究する。

なし（県警本部やＪＡＳ法、食品衛生法関連の部署等との連携は行ってきたが、市町村の福祉関係機関との連携は初めて）

○食品表示に関しては、従来から、監視指導や収去（抜き取り）検査による食品添加物等の検査を行い、食品の適正な表示の徹底を
図っているところである。しかし、「賞味期限」と「消費期限」の違い等、食品の表示が意味する内容や趣旨を正しく認識していない県民
が一部に存在するのが実情である。
　　また、食品表示に関する制度は、食品衛生法だけでなくJAS法、健康増進法、景品表示法でも規定されており、複雑であることか
ら、県民からは「わかりにくい」との指摘もある。
　　さらに、原産地表示の偽装事件が相次いだこと、また、国（消費者庁）において、トランス脂肪酸に関する表示や食品の廃棄量を削
減するため賞味期限の表示のあり方について検討されていることが大きく報道される等、県民の食品表示に対する関心が非常に高い
状況にある。
　　このため、県民参加による効果的な施策を通じて、県民の食品表示に関する正しい知識の普及を図ることが必要である。
○ＪＡＳ法の普及啓発など食品表示の適正化対策を推進

○県内の知事登録旅行業者及び旅行業者代理業者に対し、旅行業務に関する取引の公正の維持などの周知を図るため、事業者指
導用パンフレットを１万部程度作成する（昨年度からの継続事業）。

なし

○相談者の預かり品（クリーニング等）を非破壊のまま自在に測定できるポータブル型分光測色計を購入する。
⑩商品テスト強化事業

（既存）

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

（既存）

（強化）

（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

通常の出前講座や特定のメディアへの広報などは実施している。

○寸劇等を交えた消費者被害防止出前講座（２４回）の企画実施を外部委託する(昨年度からの継続事業)。
○テレビ(５局各１０本×年1回)、ラジオ(４局各５回×７日×年1回)、新聞(2紙モノクロ5段×年1回)、車内広告(地下鉄、名鉄、JR、愛環、
市バス、名鉄バス、豊鉄バスの全路線／車両１ヵ月間)、シネアド(県内9劇場でのテレビスポット上映×年1回)といった複数のメディアを
活用した総合的な消費者問題啓発広告を外部委託する(昨年度からの継続事業)。
○上記広告事業と連携した啓発グッズを20000個作成する(昨年度からの継続事業)。
○貸金業利用者を対象とした啓発パンフレット(悪質金融（ヤミ金融）について)を１００００部作成し、県民生活プラザ、市町村等の窓口
において配布する(初年度からの継続事業)。

（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業



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

以内

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

以内

人

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日

人

研修参加・受入要望

参加者数

80    人日

法人募集型

20    実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型



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）

126,208      合計 139,212      

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知

豊田市 820             781             消費生活相談員のための弁護士相談体制の構築

200             消費生活相談員のための研修会開催

多重債務相談、放射性物質検査機器購入等4,037          

38              
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） -                

4,037          

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

春日井市、小牧市、尾張旭市、東郷町、豊山町、犬山市、
稲沢市、岩倉市、扶桑町、愛西市、あま市、蟹江町、半田
市、阿久比町、南知多町、美浜町、西尾市、幸田町、豊田
市、みよし市、豊橋市、豊川市、蒲郡市

41,511         

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

一宮市、津島市、岡崎市、安城市、みよし市、豊橋市⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

尾張旭市 38              

60              

1,000          

⑭商品テスト強化事業 豊川市

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

名古屋市、瀬戸市、春日井市、尾張旭市、豊明市、日進
市、清須市、東郷町、長久手町、一宮市、犬山市、江南
市、稲沢市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、あま市、
蟹江町、飛島村、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多
市、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南
市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、幸田町、豊田市、
新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊橋市、豊川市、蒲郡
市、田原市

-                

消費者被害の未然防止のための消費者教育・啓発(チラシ
配布、講座等)

クリーニングに係る検査経費

-                

30,081         

1,000          

-                

-                

消費生活相談日数・消費生活相談員の拡充、報酬引上げ

60              

-                

⑨消費生活相談窓口高度化事業

講演会の開催
-                ⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

-                

名古屋市

消費生活相談員、消費者行政担当者の研修参加支援

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入等

7,730          

8,073          機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知

1,473          

-                

5,417          

名古屋市

あま市、蟹江町、南知多町、美浜町

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明
市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手町、一
宮市、犬山市、稲沢市、岩倉市、扶桑町、津島市、愛西
市、弥富市、あま市、飛島村、半田市、常滑市、東海市、
知多市、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立
市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市、新城市、東栄
町、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

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）

瀬戸市、尾張旭市、豊明市、清須市、北名古屋市、東郷
町、長久手町、犬山市、江南市、稲沢市、扶桑町、津島
市、愛西市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
阿久比町、東浦町、武豊町、碧南市、西尾市、知立市、高
浜市、みよし市、設楽町、東栄町、蒲郡市、田原市

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 名古屋市、豊田市、豊橋市、豊川市

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）

-                

67,875         67,318         

7,891          

6,206          

200             

1,501          

-                

-                

8,073          

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）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

-                -                



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

人

人 千円49    30,081            

対象人員数
（報酬引上げ）

15    

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）

44    16,719            

人

- 人日

実地研修受入人数 -

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

参加者数 -

実施形態 自治体参加型

人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型



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 -5,139            

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）取崩し額

366,468          

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）取崩し額を除いた経費

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

264,878          千円

-51,004          

-                   

千円

千円

352,024           

102,447           

-

35%

千円369,360           

127,636           千円25,189            

217,585          

千円

91,377            

126,208          

10,730            

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

17,336             

千円

-千円

-                   千円

千円

-

-

千円

千円

千円

千円

千円

580,342          

千円

千円

-

-

千円

千円

前年度差

千円-68,340           

千円

千円

-                   

-71,054          

チェック項目

-

43%91,377             

210,982           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 249,577           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-                   

241,724           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 千円千円

-7,853            

219,013          

361,329          

-                   

積増し相当分

平成23年度

千円 119,605           116,891           

162,431           千円

279,322           

平成22年度

千円

631,346          

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

2,714              千円

千円

千円

38%

-

千円

-

-45,865          



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

人

人

-                    

-                    

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

うち管内市町村

％

うち管内市町村

うち都道府県

％

うち都道府県

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

％

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち管内市町村

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成22年度末時点）

うち都道府県

うち管内市町村

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）

千円

人

人

人

-                    

-                    

千円

千円

千円

-                    

千円



２－３．消費者行政予算について③

②管内の市町村の消費者行政予算総額

平成20年度 平成23年度 増減額

千円

千円

千円

-                    千円

千円

千円 千円

千円 -                    千円

千円

-                    千円

①都道府県の消費者行政予算 -                    

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円 千円

-                    千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円 千円 -                    千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円 千円 千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額 -                    

千円

千円 -                    千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                    千円 -                    千円 -                    千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等



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

37      

相談員数平成23年度末予定

相談員総数平成22年度末

438,626                            平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

相談員総数

設置当初の基金残高（交付金相当分）

1,955                               

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

千円

千円

30,000                             

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

56                                   千円

②研修参加支援

うち定数内の相談員 平成22年度末

39      

①報酬の向上

平成22年度末

平成22年度末

平成23年度末予定

14,034                             

39      

217,585                            千円

千円

24,708                             

千円

　施設を相談員・相談者が利用しやすいよう改修整備する。

相談員数

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 654,256                            

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

716,000                            

平成23年度末予定

10,730                             

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

　国民生活センター等の研修により多くの相談員を参加させる。

千円

相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組

④その他

37      

相談員数

具体的内容

　月額相談員の割合を増やしていく(月額者は厚生年金、健康保険・雇用保険の加入、年休
の増加、健康診断の受信の待遇改善が図られる。)。

相談員数

人

③就労環境の向上

○

○

○

うち定数外の相談員

相談員数

３．基金の管理

人

人

人


