
都道府県コード 180007

平成 年度23

福井県 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

24,709                        

消費者行政予算総額

112,347                                                          

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 15,316                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

271                            

-                                

法人募集型

自治体参加型

14,046                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成 23 年度 福井県

4,656                          

-                                

1,547                          

468                            

2,052                          

321                            

2,218                          2,686                          

- 563                            

（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

4,587                          

事業名 都道府県

1,572                          

69                              

563                            

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

1              

①参加者総数

50            

②年間研修総日数

③参加自治体

1,299                          

（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

978                            

480                            

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

実施形態

基金取崩し額

2,667                          

180                            

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

30%

4,214                          

①参加者総数

30                              

10,663                        

59,100                                                            

81,609                                                            

17,630                        

193,956                                                          

451                            

15,316                        

3,154                          

59,100                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

41,470                        

3,154                          



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）

17,630              合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

17,630        

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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テスト機器の購入、商品テストの外部委託による実施

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

10,663        

978             相談員養成の実務的研修の開催（１名）

480             

消費者被害防止のための啓発活動・広報強化

食品表示等に関する県民向け講座の開催

事業の概要

消費生活センターの拡充（平成２３年９月予定）

1,547                 

468             

480                   

1,547          

69                     

978                   

271                   モニター謝金、モニター旅費、会場借料、会議費、通信運搬費

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成・購入、管理経費

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、教材作成・購入費468                   

3,154                 商品テスト機器の購入費、試買品購入費、DNA検査委託料

講師謝金、講師旅費、会場借料、会議費、教材作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費10,663               

執務用機器の購入費

弁護士、一級建築士等の活用（２４回）

管内の相談員を対象としたレベルアップ研修の開催（４回）

講師謝金

69              

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成・購入費

271             

3,154          

大学生による消費生活モニター

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）

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）

事業名

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）
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ジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

ＩＣレコーダーを整備

管内の市町からの要望を踏まえ１名を対象に実務的研修を開催

なし

啓発用ＤＶＤデッキ・テレビ、プロジェクター、パソコン、ヘッドセット、執務用参考図書、センター紹介リーフレット等を整備

（強化）

（既存）

（強化）

大学生を消費生活モニターに委嘱し、インターネット上の表示・広告の調査を実施

消費者を対象とする啓発講座を開催

（強化）

事業名

弁護士を月２回、その他の専門家を月１回活用

なし

（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）

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

なし

（既存）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

市町が開催する出前講座に講師を派遣、消費生活に関する総合的な情報紙を発行、緊急性のあるものは新聞広告（２紙×４回）により情報提供、若者向けセミナー開催、教員向け研修実施

弁護士を月１回活用

（強化）

管内の相談員を対象とした研修を年４回開催

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（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

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）市民講師を養成（１８～２０年度に３０名）、消費者団体と連携して啓発活動を行う広域消費者行政連絡会への補助、注意喚起のためのチラシ（１０，０００部×４種）を作成

（強化）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

商品テスト外部委託実績なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

熱画像カメラ、騒音計を整備するほか、食品のDNA検査を外部委託により実施



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
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 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）

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

人人

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

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）

41,470        合計 42,324        

消費者サポーターの養成、出張相談事業⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 越前市、永平寺町 180             

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江
市、越前市、坂井市

180             

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）

16,110        15,316        

消費者被害防止のための啓発

相談員の増員

14,049        14,046        

2,667          

2,218          

食品表示・安全に関する啓発

研修への参加支援

1,572          高度に専門的な消費生活相談への対応力の向上

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

拡充６箇所563             

321             

福井市、敦賀市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら
市、越前市、坂井市

4,587          4,587          拡充８箇所

中級１名

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）

福井市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越
前市、坂井市、南越前町、美浜町、おおい町

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

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）

福井市、敦賀市、勝山市、越前市⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

1,572          

福井市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井
市

2,667          

2,236          

563             

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永
平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 360             勝山市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、若
狭町



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
（報酬引上げ）

4       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 1      人

13      

人

人日年間研修総日数 50    年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

12,465            

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

対象人員数計 追加的総費用

13      15,316            



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

92,369             

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 50                  

-13,129           

50                  

50                   

72,229            

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

千円

千円50                   

千円

千円

千円

124,394           千円 134,856           

千円

10,462            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

-8,183            

-10,760           

-2,667            千円

チェック項目

-

16%

-

-

-2,577            

前年度差

8,093               千円

13,039            

千円

-

千円

-

千円 -

-

30%

51%

千円

積増し相当分

-                    

千円 40,139             

59,100            

千円

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

49,653             

42,716             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

千円

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

平成22年度 平成23年度

千円104,254           千円 112,347           

17,630             千円

193,956           196,623           

41,470            

千円

千円

千円

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

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

59,100            

千円

17,630            

-

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

41,470             

94,717             千円81,678             

81,609             

千円22,576             -4,946            



２－２．消費者行政予算について②

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

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） -                     

-                     

30.47082844

千円

千円

％

40,139             

94,717             

％

％50.81547378

15.69245285

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

134,856           

人

人

人

千円

千円

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



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円134,856           

千円

千円

千円

193,956           

59,100             

193,956           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

40,139             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円134,856           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 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

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 千円

千円

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

81,609             

41,470             

平成20年度 平成23年度

千円112,347           

17,630             

112,347           

千円

千円

千円

94,717             

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円

千円

千円

千円

94,717             

81,609             

40,139             



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

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

11       人

-                                     

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

291                                  千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

11       相談員総数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修の受講機会の拡充

執務参考図書の充実

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 97,136                              

①報酬の向上

平成23年度末予定

千円

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

千円

千円

59,100                              千円

38,327                              

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

千円

241,219                            

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22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

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

11       

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

人

人平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

11       

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     


