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平成 年度23

山梨県 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

39,840                        

消費者行政予算総額

60,583                                                            

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 9,048                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

3,623                          

4,105                          

法人募集型

自治体参加型

34,384                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成 23 年度 山梨県

1,895                          

-                                

536                            

274                            

630                            

-                                

1,060                          1,334                          

- 11,043                        

（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

-                                

事業名 都道府県

378                            

1,895                          

11,043                        

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

①参加者総数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                

（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

-                                

252                            

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

実施形態

基金取崩し額

-                                

2,293                          

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

58%

536                            

①参加者総数

47                              

5,456                          

70,242                                                            

59,647                                                            

16,141                        

120,230                                                          

5,916                          

4,943                          

-                                

70,242                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

54,101                        

-                                



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）

16,141              合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 4,105                 

16,141        

休日の弁護士による相談会、消費生活にかかる県民意
識調査、消費者団体へ委託し、消費者・消費者団体・市
町村など関係者が一堂に会しての交流事業

消費者安全法に基づき増加する業務に対応するため、
県民生活センターの相談員を１名増員する。相談員の
報酬引上げ分

4,105          

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

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）

5,456          

 

252             

消費者被害防止のための啓発広報活動強化

新聞紙面を購入し、食の表示・安全に係る表示の見方
についてワンポイントレッスンを行う。またチラシの作成・
配布

事業の概要

県民生活センターの拡充

536                   

221             

252                   

536             

1,895                 

休日の消費生活相談会開催（弁護士謝金）、専門機関
への調査委託料、交流事業の消費者団体への委託料

3,623                 

対象経費

 

旅費、負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

53                     

講師謝金、講師旅費、会場借り上げ料221                   

相談員報酬、費用弁償、社会保険料（雇主負担）

リーフレット購入、ラッピングバス、地域講座委託料5,456                 

センタ-電話設備整備工事費、事務用機器整備費、印
刷機リース、バス車内アナウンス広告委託料

県民生活センターにおいて相談員が定期的に弁護士
に相談できる機会を設ける（月１回、１回あたり２時間）

相談員の国民生活センター等で開催される研修への参
加を支援する

相談員や市町村担当者の資質向上のための研修の開
催

県弁護士会への委託料

53              

1,895          

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

広告料、チラシ印刷代

3,623          

 

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）相談員９名配置

消費者安全法に基づき増加する業務に対応するため、県民生活センターの相談員を１名増員するとともに、相談員の報酬の引上げ
分に基金を活用する。

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）

センター電話設備整備工事、事務用機器（資料整理棚、台車）整備、印刷機リース、センター周知及び啓発のためのパンフ作成のた
めのカラープリンタインク等の消耗品

多重債務者相談窓口担当者を対象に研修を開催（年３回、無料の講師を依頼）

機器購入、センター周知のための懸垂幕購入、バス車内アナウンス広告

休日の弁護士による相談会、消費生活にかかる県民意識調査、消費者・消費者団体・市町村など関係者が一堂に会しての交流事業

（強化）

（既存）

（強化）

新聞紙面を購入し、食の表示・安全に係る表示の見方についてワンポイントレッスンを行う。またチラシを作成し配布する。

（強化）

相談員の国民生活センター等で開催される研修への参加を支援する。

事業名

県民生活センターにおいて相談員が定期的に弁護士に相談できる機会を設ける（月１回、１回あたり２時間）

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）

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

（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）

消費者被害防止のための啓発広報活動強化に取り組む。ラッピングバス、リーフレット購入、地域講座（消費者団体に委託する出前講
座）委託ほか

国民生活センター等で開催される研修のうち、これまで参加できなかった研修への参加費用を支援する。

なし

（強化）

相談員や市町村担当者の資質向上のための研修を開催する。

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）

なし

（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）テレビスポットの放映、消費生活情報誌の発行、リーフレット２種印刷

（強化）

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ジナル事業（連携強化）
（既存）



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）

9       

年間実地研修受入総日数

1,560             

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

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

10      4,105             

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、
南アルプス市

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）

5,075          4,943          

暮らしの豆知識、啓発用リーフレット作成配布

相談員追加業務の経費、相談員の配置に要する経費

34,487        34,384        

1,060          研修参加の旅費を支給

378             弁護士報酬

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

相談コーナー拡充、事務機器購入（ＰＣ、プロジェクター、啓
発用テレビ、スクリーン、リーフレットスタンド等）、参考図書購
入、相談窓口看板購入

11,043        

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）

甲府市、富士吉田市、大月市、韮崎市、笛吹市、
中央市、西桂町、忍野村、

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）

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）

甲府市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）

378             

1,060          

11,043        

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
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲
斐市、笛吹市、上野原市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川
町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、
丹波山村

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
甲府市、富士吉田市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛
吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、南部町、富士川町、昭和町、西桂
町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村



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）

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

9       

54,101        合計 54,445        

多重債務に係る弁護士、司法書士相談会、市内地区別消
費者懇談会開催等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
富士吉田市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、上
野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士河口
湖町

2,402          

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

2,293          

4,512             

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

9       4,943             



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

19,751             

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 -                    

23,595            

-                    

46,647            

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

千円

千円

千円

50,365            千円 49,988            

千円

-377               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

40,201            

39,896             

23,218            千円

チェック項目

-

27%

-

-

-305               

前年度差

-16,678           千円

-72                

千円

-

千円

-

千円 -

-

58%

91%

千円

積増し相当分

-                    

千円 5,546               

70,242            

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

13,900             

5,851               

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77,261             千円 60,583             

16,141             千円

120,230           97,012            

54,101            

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

70,242            

千円

16,141            

-

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

54,101             

44,442             千円44,514             

59,647             

千円32,747             -16,606           



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

4                     

4

0

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） 27,800             

27,800             

47.45119233

千円

千円

％

5,546               

72,242             

％

％90.70196322

18.2625618

うち管内市町村 0 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

77,788             

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） 3                     人

うち都道府県 3 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43,822             

千円

千円

千円

120,230           

70,242             

114,064           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

6,166               千円

5,546               うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,166               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,166               千円 千円49,988             

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

6,166               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

59,647             

54,101             

平成20年度 平成23年度

千円60,583             

16,141             

60,583             

千円

千円

千円

44,442             

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

44,442             

53,481             

-620                



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

10       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）

34                                    千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

10       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）

研修費用の支援を行う。

Ｈ２２より相談員を１名増員する。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 112,851                            

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

70,242                              千円

42,643                              

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

千円

200,000                            

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

10       

具体的内容

報酬の増額　Ｈ２２．４．１より増額。Ｈ２２．８．１の増額分より基金対象。

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

10       

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）

-                                     


