
都道府県コード 150002

平成 年度23

新潟県 事業計画

変更



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

（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 23,148                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

-                                

①参加者総数

-

78,999                        

2,058                          -                                

5,727                          

1,872                          

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

平成 23 年度 新潟県

389                            

事業計画【総括表】 変更

合計市町村

4,167                          

9,278                          

2,995                          7,162                          

-                                

3,844                          

事業名

3,869                          

都道府県

13,147                        

3,844                          

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業 2,242                          

（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

（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

-

-

2,242                          

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数 -              

取崩し割合

2,058                          

128,999                                                          

176,058                                                          

21,276                        

②年間研修総日数

128,999                      50,000                        

323,216                                                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

-              

③参加自治体

-              

-                                -                                

1,281                          892                            

-

-                                

①参加者総数 -              

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

-                                

管内全体の研修参加

消費者行政予算総額

147,158                                                          

合計

40%

27,798                        

-                                

22,071                        

25,439                        22,880                        48,319                        



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）

50,000        

相談員資格取得支援講座、消費者問題講座の開催

1,872          

50,000              

開催経費

1,126                 旅費、需用費

3,420                 

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 消費者の持込食材の放射性物質検査の委託費

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
消費者行政課へのPIO-NET導入による情報収集、入力
作業担当者の雇用

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

大学や高齢者を見守る人達への悪質商法被害防止講
座の開催ほかTVや雑誌等の媒体を使っての啓発強化

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）

消費生活移動相談室の開設

事業者指導、法執行

講師謝金、旅費、資料作成費、広告代理店委託費等25,439               25,439        

389             

2,256                 

事業の概要

センター周知広報

2,242                 

2,256          

389                   

2,242          

相談員が弁護士の助言を受ける機会を設定

9,278                 

2,058                 

弁護士報酬、会場費、広報費等

報酬、費用弁償、社会保険料

<追加>
検査委託費、職員旅費　２ヶ月分

1,872                 

1,181                 

対象経費

旅費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

739                   

講師謝金、旅費、会場費

1,126          

3,420          

2,058          

1,181          

食品の安全・安心についての講演会の開催

センター周知広報（新聞、ラジオ）、広報資材

開催経費

9,278          

弁護士謝金、旅費

739             相談員、担当課職員の研修参加

相談員、担当課職員、消費生活サポーター等を対象に
した研修の開催

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

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）

消費生活移動相談室の開設により、相談窓口が十分整備されていない地域の相談の周知、掘り起こしを図る。

（既存）

（既存）なし

消費者行政課へのPIO-NET導入による情報収集、入力作業担当者の雇用。

なし
⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）相談員資格取得支援講座、消費者問題講座の開催

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

事業者指導、法執行に係る経費の予算確保

（強化）

相談員、担当課職員、消費生活サポーター対象。

（強化）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

なし

（強化）

（強化）

食品の安全・安心についての講演会開催

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

定期的（月１回）及び随時、弁護士に助言を受けられるように機会設定（予算確保）。

大学や高齢者を見守る人達への悪質商法被害防止講座の開催、TVや雑誌等の媒体を使っての啓発強化ほか。

大学対象なし、民生委員等への悪質商法被害防止の研修を委託にて実施。

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）

事業名

（既存）

（強化）

担当課職員研修予算なし（既存）

（強化）相談員、担当課職員の研修参加支援（予算確保）。

随時の弁護士助言の機会なし

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

相談員のみ対象

（既存）

相談員用パソコン整備（増設）、図書整備、情報提供資料・パネルの作成のほか、センター周知のための広告を雑誌に掲載

センター知名度向上のため、新聞広告等を年間を通じて行う。（強化）

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）

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）

消費者持ち込み食材の放射性物質検査の委託＜追加＞



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

年間実地研修受入総日数 -      

1,415             

年間研修総日数 人日

1       

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

対象人員数
（報酬引上げ）

人日-      

実施形態

-      人

自治体参加型

人実地研修受入人数

法人募集型

-      

対象人員数計 追加的総費用

1       1,872             

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）

相談員報酬、賃金、社会保険料等21,276        

子ども消費者学習指導者育成講師謝金、多重債務、消費
生活相談会での弁護士、司法書士への報酬、委託料、放
射性物質検査機器等整備

新潟市、長岡市、上越市、三条市、新発田市、小
千谷市、糸魚川市、妙高市、魚沼市、南魚沼市、
胎内市

22,072        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
新潟市、上越市、三条市、柏崎市、十日町市、見
附市、村上市、糸魚川市、聖籠町

22,071        

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

22,993        

892             

28,998        

22,880        パンフレット作成、リーフレット購入、啓発講座の開催等

卓上コピー機、相談員用パソコン、参考図書購入、備品購
入、窓口周知広報用品作成等

弁護士活用

3,788          

4,167          
消費生活関係視聴覚資料購入、研修参加支援旅費、受講
料、研修資料代

130             消費生活センター化に向けて必要な備品器具の整備

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

図書・資料コーナー、啓発・相談用機器整備費、相談室電
話線延長工事、コピー機リース、参考図書購入、安全コー
ル発信器設置等

56              参考資料、備品購入

①消費生活センター機能強化事業（新設） 南魚沼市 130             

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

⑬消費者教育・啓発活性化事業

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発
田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村
上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野
市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、
阿賀町、出雲崎町、津南町、刈羽村

②消費生活センター機能強化事業（増設）

3,739          

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小
千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕
市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡
市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、出雲崎
町、刈羽村

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） 阿賀町、刈羽村

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

6,120          

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） 加茂市、十日町市、見附市、糸魚川市、五泉市、魚沼市

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

新潟市、佐渡市

57              

長岡市、上越市、柏崎市、村上市、佐渡市、聖籠町

3,788          

924             

4,688          



合計 89,770        78,999        



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

13      

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

-      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 -      参加者数 -      人 人

法人募集型

14,827            

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）

13      21,276            

対象人員数計 追加的総費用



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

128,999           

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

-

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 -                    千円

101,746           

93,186            

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

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

32,024             

-                     

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 193,148           千円 194,217           1,069              

チェック項目

-

34%

-

-

35,813            千円

千円千円

千円

-

千円 -

千円

-

40%

千円

45%

千円

13,150             

-                    

千円

-                    千円

-

17,837            

-

千円

千円

-4,687            

千円 -                     

千円

5,756              

千円 176,058           

千円

千円

千円 97,059             

千円 千円

千円

千円

千円 36,882            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

162,908           

78,999             61,162             

千円

千円

-                    

千円

17,976            千円 50,000             千円

-                     

③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

23,732             

平成22年度 平成23年度

千円123,426           千円 147,158           千円

323,216           286,334           

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 128,999          

千円

50,000            

78,999            

積増し相当分

97,158             91,402             

①都道府県の消費者行政予算

-                     



２－２．消費者行政予算について②

千円

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

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）

千円

％

％

％

-                     

-                     

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

-                     

-                     

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

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

千円

千円

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

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）対象経費 千円

平成23年度

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

千円

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

-                     

平成20年度

うち基金（交付金相当分）対象外経費 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

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

-                                     

8        

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

人

千円

-                                     千円

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

107                                  

430,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 133,448                            

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

相談員総数

千円

128,999                            千円

千円

相談員数

平成23年度末予定

千円

千円

8        

8        

人平成23年度末予定

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修旅費等支援

相談員数8        

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 262,340                            

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

千円

④その他

処遇改善の取組

○

平成22年度末うち委託等の相談員

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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成22年度末

３．基金の管理


