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　茨城県 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

3,184                          

972                            

①参加者総数

②年間研修総日数

-              

-              

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

41                              

-                                

（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

-                                

5,018                          

-                                -

22,725                        

都道府県

8,156                          3,138                          

800                            

（３）消費生活相談員養成事業

811                            

-                                

3,539                          5,541                          

③参加自治体

-              

管内全体の研修参加

41%

③実地研修受入自治体

-              

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 164,639                                                          

242,848                                                          

49,600                        

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

5,680                          

-

②年間研修総日数

164,639                      53,444                        

399,739                                                          

（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

811                            

15,447                        16,247                        

-                                

2,496                          

2,002                          

平成 23 年度 　茨城県

事業名

事業計画【総括表】

合計

6,530                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

111,195                      

-                                -                                

5,558                          

14,845                        

34,504                        

都道府県予算

57,229                        

消費者行政予算総額

156,891                                                          

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 64,445                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

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）

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）

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、通信運搬費、
会場使用料等

800             

手数料

682             

食の安全に関する意見交換会の開催、啓発冊子等の作成等

-                       

教材費、備品購入費

-                       

800                   

-                       

1,130                 

-                       

-                

5,651          

1,130          

-                

-                       

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）

弁護士による随時助言体制の整備
弁護士、一級建築士など専門家と連携した相談体制の整備

相談員研修会への参加支援

事業者指導体制の強化

相談員研修会の開催

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）

対象経費

参加旅費、負担金、教材費

事業経費

-                

基金（交付金相当
分）対象経費

682                   

講師謝金、講師旅費、教材費、印刷製本費、通信運搬費等1,320                 

市町村消費生活相談支援員の増員（2名→4名）、
消費者教育普及員(1名）の配置、事業者指導専門員(2名）の
配置、

20,310        

支援員旅費、使用料等

4,428                 

-                       

報酬、共済費、報償、賃金、交通費

調査旅費、鑑定手数料、車両使用料等

事業名 事業の概要

相談カード収納用書架，貸出用図書・DVD等の整備等

2,496                 

1,320          

⑦消費生活相談窓口高度化事業 5,018                 

2,496          

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）

-                

講師謝金、講師旅費、印刷製本費、通信運搬費、委託
料
会場使用料等

22,725               24,478        

-                

5,018          

消費者教育講師の派遣、消費生活相談員等養成講座の開
催、
高齢者見守りハンドブック等の作成、寸劇による消費者教育の

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 14,845               

-                

61,885        

市町村消費生活相談支援員による市町村巡回指導の実施

53,444              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

相談カード収納用書架、一般貸出用の図書・DVDを整備し、さらに機能を強化する。

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）
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

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）

休憩室を相談室に改修、パソコン、インカム式電話機、プロジェクター等の機器整備、ホームページのリニューアル等による相談機能の強化。

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）一般・若者を対象とした出前講座の実施。

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センターの研修参加を支援。（既存）

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）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

消費生活相談員等養成講座の開催、年齢等に応じた消費者教育講師派遣、消費者被害情報等の新聞広告欄への掲載、消費者被害防止キャンペーン等の実施。

相談員の資質向上を図るため、国民生活センター等の研修参加支援回数を増加する。

なし

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）食の安全・安心意見交換会（全7回）の開催、食品表示啓発用冊子の作成。

事業名

相談員が弁護士から随時助言を受けられる体制の整備、弁護士及び一級建築士と連携した専門的な相談体制の整備。

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

事業者指導を専門的に行う職員2名及び事業者指導専門員（2名）の4名体制で事業者指導を行う。

（強化）

相談員の資質向上を図るため事例研究会等を開催する。

市町村消費生活相談支援員を配置し、巡回指導等により市町村支援を行う。
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）

（既存）消費生活相談員による相談業務の実施。

消費生活相談員の他に市町村支援員（4名）及び事業者指導専門員（2名）、消費者教育啓発員(1名）及び事業者指導の事務補助員（1名）を配置する。



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

6       14,845            

参加者数

人日

人人 -      

自治体参加型

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

-      

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

年間実地研修受入総日数 -      

9,006             

年間研修総日数 人日

6       

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）



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）

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、
常陸太田市、取手市、牛久市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、
常陸大宮市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、
鉾田市、小美玉市、茨城町、美浦村、阿見町

15,243        

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 水戸市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 高萩市、城里町、河内町、境町、利根町

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）

330             

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）

日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、取手市、つくば市、
潮来市、坂東市、神栖市、行方市、つくばみらい市、小美玉市、美浦村

3,138          

坂東市、かすみがうら市、大子町、美浦村、阿見町 3,652          

水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、
常陸太田市、高萩市、笠間市、取手市、牛久市、鹿嶋市、守谷市、
常陸大宮市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、
神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、
大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、五霞町、
利根町

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、龍ヶ崎市、常総市、
常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、
ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、
稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、
つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、
大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町

873             消費生活センターの設置

-                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） 大子町 873             

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

消費生活センター周知強化、備品の購入、相談室の改修等

-                

14,574        

-                

-                

相談窓口の周知強化、備品の購入等

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

3,138          弁護士等の謝金

330             成年後見制度講座の開催

811             

4,055          3,209          

1,106          

国セン研修等の参加旅費、負担金、教材費等

-                

-                

3,184          

30              多重債務連絡会議の開催

食の安全講習会等の開催

59,378        

-                

-                

-                

研修会・出前講座の開催、消費者教育用備品・教材の購入、啓発
チラシ・リーフレットの作成、啓発パネルの作成

桜川市 30              

相談員の増員、勤務日数増、報酬引上げによる人件費
消費者啓発普及員の人件費　等

35,092        

⑨消費生活相談窓口高度化事業

34,504        

-                

49,600        

-                

-                

-                

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

水戸市、日立市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、
高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、鹿嶋市、守谷市、
那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、
鉾田市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、
河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

942             

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）

無料法律相談会の開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 城里町、大子町、阿見町 942             

111,195      合計 123,839      



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

対象人員数計 追加的総費用

53    49,600           

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）

33,523            

法人募集型

人

-      人日年間研修総日数 -     年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 -      

対象人員数
（報酬引上げ）

3      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 -     人

50    



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

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

-                     千円 -                     

111,195           119,172           

103,447           96,496             

-                    

交付金相当分 164,639          

千円

53,444            

111,195          

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

399,739           412,605           

千円

-183               千円 53,444             千円

前年度差

6,768               

平成22年度 平成23年度

6,951              千円

千円

53,627             

812                 

千円

262,482           

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 131,653           -

千円

千円

-11,657           

千円

-

150,123           千円 156,891           

千円 242,848           

41%

千円

46%

-8,160            千円

-7,977            

-19,634           

-12,866           -

千円 -

千円

-463               

チェック項目

-

34%

-

-

-4,706            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

239,806           千円 235,100           

千円812                

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

164,639           

千円

143,310           

千円 349                 

172,799           

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

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 -463               

千円

千円 349                



２－２．消費者行政予算について②

※上記２の取崩割合が１／２を下回るため記入しない。

うち管内市町村 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 人

-                     

235,100           

103,447           

131,653           

-                     

-                     

-                     

41.18662427

千円

千円

％

％

％45.78790025

34.06441415うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

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

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



２－３．消費者行政予算について③

※H24まで基金延長する予定のため記入しない。

103,447           

242,848           

131,653           千円

千円

千円

千円

千円

235,100           

131,653           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

156,891           

53,444             

156,891           

平成20年度 平成23年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

242,848           

111,195           

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

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）対象外経費 -                     千円 千円235,100           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

399,739           

164,639           

399,739           

千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

103,447           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



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

164,639                            千円

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成22年度末

-        

うち委託等の相談員

千円

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

相談員数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

平成22年度末

千円

-                                     

千円

513,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 74,683                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

①報酬の向上

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）

国民生活センター研修の参加支援

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 238,152                            

-        平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

相談員数

12       

-        

10       相談員総数

相談員数

相談員数

10       

平成23年度末予定

-                                     千円

-                                     

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）

1,170                               千円

千円

人

12       人


