
都道府県コード 210005

平成 年度23

岐阜県 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

①参加者総数 -              

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

34                              

合計

都道府県予算

110,818                                                          

109,038                                                          

15,783                        

-                                

25,053                        

-                                

7,038                          

7,543                          

34,275                        

18,919                        

17,056                        

1,196                          

3,500                          

1,274                          1,274                          

2,996                          1,800                          

3,500                          

-                                

3,838                          

②年間研修総日数

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-              

③参加自治体

-              

-                                

管内全体の研修参加

42%

-

-                                

消費者行政予算総額

153,795                                                          

事業名

3,914                          

都道府県

（７）食品表示・安全機能強化事業 -                                

（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

-                                

（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

6,306                          

3,200                          

（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

-

事業計画【総括表】

合計市町村

10,220                        

平成 23 年度 岐阜県

①参加者総数

66,084                        

-                                -                                

7,997                          

（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 26,462                        

110,818                      44,734                        

262,833                                                          

（９）商品テスト強化事業

-                                

-                                

18,492                        

法人募集型

自治体参加型

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数 -              

取崩し割合



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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村相談員、行政職員のレベルアップ研修を開催

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

・相談員の増員（２名）
・有資格者について報酬額の増額

　

・バス車体側面の広告掲載（1,575千円）
・タウン誌への広告掲載（2,163千円）
・参考図書の購入（200千円）
・消費生活相談用電話回線の増設（2,368千円）

6,306           

弁護士等専門家による助言

2,000           県相談員の国民生活センター主催研修参加支援

7,997           

対象経費

　

研修参加旅費、研修参加費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,000                 

基礎的研修、専門的研修の開催（８日間、２２科目）

7,543                 

事業の概要

・消費生活相談窓口について広報を実施
・県民生活相談センターにおける機能強化及び消費者
教育・啓発に必要な図書等を整備

1,200           

1,196                 弁護士等専門家による相談員への相談業務助言

6,306                 

・消費生活フェアの開催(820千円）
・消費者知識向上講座の開催（580千円）
・新聞広告（4,455千円）
・消費者トラブル防止ＰＲ啓発物品の配布（3,207千円）
・消費者被害未然防止キャンペーンの実施（9,430千
円）

18,492                18,492         

1,196           

1,200                 

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

③消費生活相談員養成事業（研修開催） 　

　

・大規模店舗において、消費生活に関する催事を行い、
広く消費者教育、啓発を実施
・消費生活に関心がある方に、その知識を深めていただ
くための講座を開催
・消費者被害の未然防止を図るため、悪質商法及びその
対策等について広報を実施

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

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業
・県民生活相談センターに消費生活相談員を増設
・消費生活相談員の報酬額の増額

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

44,734        

・県民に対し消費生活相談員に関する資格の取得を目
的とした講座を開催
・事業者指導強化に係る備品の購入
・県、市町村消費生活相談員用の相談対応マニュアル
の作成

7,543           

44,734               

・資格取得支援講座の開催（８日間程度）（3,400千円）
・事業者指導等立入検査用備品の購入（454千円）
・相談員用マニュアルの作成（4,143千円）

7,997                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

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

市町村消費者行政担当職員（行政職員)向けの研修実施（2回）

（既存）

なし

消費者ホットラインについてバス車体側面の広告掲載、相談窓口電話番号等についてタウン誌へ広告掲載、電話回線の増設

（強化）

国民生活センター等が開催する研修への参加支援（既存）

（強化）国民生活センター等が開催する研修への参加支援を拡充（２、３回／人）

なし

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

弁護士等専門家を招聘し消費生活相談に関する助言を受けることにより相談能力の向上を図る。

消費者フェア（1箇所）、消費者知識向上講座（3箇所）の開催、新聞（2紙）による広報、消費者トラブル未然防止のための啓発物品の作
成・配布、
消費者被害未然防止キャンペーンの実施（５箇所）

学校教育（高校生）指導用の消費者教育副教材の作成、消費生活出前講座の実施

（強化）

（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）

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）

（強化）

市町村相談員、行政職員のレベルアップ研修を開催

（強化）

（既存）

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）

（既存）消費生活相談員数１６名（県民生活相談センター１０名、振興局６箇所×１名）

県民生活相談センターに消費生活相談員を２名増設、有資格者について報酬額の増額



⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）
消費生活相談員への就業を志す方などを対象に相談員にかかる資格取得を支援するための講座を開催（約４０名、８日間程度）
県内の消費生活相談員向けに消費生活相談対応マニュアルの作成
事業者指導に係る立入検査に要する備品の購入

なし



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

11      7,543              

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型

-      

-      

実施形態

-      人

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

9        

年間実地研修受入総日数 -      

3,016              

年間研修総日数 人日

2        

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



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）

4,145          

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）
関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、土岐市、本巣
市、郡上市、下呂市、養老町、七宗町、白川町、白
川村

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2,760          

岐阜市、大垣市、瑞穂市

3,489          

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設） 美濃加茂市

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津
川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土
岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨
市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、輪之内町、
白川村

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、恵
那市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、
岐南町、笠松町

恵那市、飛騨市、岐南町、笠松町、関ヶ原町、輪之
内町、北方町、富加町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

岐阜市、大垣市、高山市、関市、美濃市、瑞浪市、
美濃加茂市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣
市、郡上市、下呂市、笠松町、養老町、輪之内町、
白川町、東白川村、御嵩町

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）

岐阜市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

1,800          

4,166          

1,274          

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）

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

近隣町と協定を締結し、消費生活相談の連携を図る

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

相談業務の高度化、複雑化対応のため専門書整備、展示
コーナー拡充

2,569          
参考図書購入、相談スペース設置、備品購入、専用電話回
線敷設、住民への窓口周知

3,914          

執務室設置、図書購入、住民への窓口周知

弁護士による相談窓口のサポート、実務Q&Aマニュアルの作成

931             

3,838          県、国民生活センター等主催の研修参加

15,783         

消費者教育リーフレット作成、消費生活展開催、バス広報啓
発アナウンス、出前講座の実施、高齢者、中高生向けパン
フレット作成、講習会・講演会開催、啓発物品配布、啓発用
機材購入

16,806         

1,800          

多治見市 576             

19,822         

1,274          

相談員の新規雇用、相談員の増員、相談日の増設18,919         

576             有資格相談員同席による消費生活相談の実施

75,325        

16,480         

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

66,084        

弁護士をアドバイザーとする相談窓口の開設
食品の安全・安心確保のための放射性物質検査機器の購
入

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 岐阜市、下呂市、海津市、白川町 20,487         

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

人

人 千円

年間研修総日数 -      

対象人員数計 追加的総費用

20      18,919            

15,662            

-      人日

参加者数 -      人 人

-       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

法人募集型

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）

20      

対象人員数
（報酬引上げ）

-      



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

-

42%

-

千円

①都道府県の消費者行政予算

千円 千円

-

-                    

29%

66,084            

平成23年度

千円153,795           

チェック項目

44,734            

平成22年度

千円

前年度差

63,859             

積増し相当分

71,979             

千円

47,719            

89,936             

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

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

千円交付金相当分 110,818          

千円

262,833           165,536           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

26,777            千円 44,734             千円

-                     

66,084             45,873             

-                     

千円

-                     

75,600             

千円

千円 110,818           

千円

千円 109,038           

千円 42,954             -

千円

千円

13,227            

千円 -                     

千円千円 20,211            

-

-

-

千円

千円

千円

千円

97,297            

37,082            

千円

-

千円 -

50,309            

61%

千円

千円

152,015           

千円

33,438             

-                    

千円

千円

千円

109,061           

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

17,957             

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

29,727             

63,830            46,988            千円

千円

-                    千円

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）取崩し額

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

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 -                    

101,706           千円



２－２．消費者行政予算について②

人

うち都道府県 5

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

人

人

人

％53.75392474

22.09686582

千円

％

％

56,854             

34.05771045

千円

千円

千円157,711           

2

千円

62,550             

48,650             

千円

2

人

人

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

13,900             

214,565           

9                     

7

うち管内市町村

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

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 7                     



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

相談員総数

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

相談員数

相談員数

具体的内容

平成22年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

平成22年度末

○

人

人

-        

19      平成22年度末

平成22年度末

相談員数

消費生活相談員の配置

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

130,000                            

千円

③就労環境の向上

70,591                              

①報酬の向上

-        平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

②研修参加支援

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 277,498                            

相談員数

千円

相談員数

県開催、他機関主催の研修参加旅費を支援

18       

相談員数

167,821                            

千円

47,719                              

人

相談員総数

千円

110,818                            千円

千円

平成23年度末予定

千円

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1,141                               

350,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

276                                  

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

23,148                              

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

18       19      人

千円

千円


