
平成 年度24

福井県 事業計画

都道府県コード 180007



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）

987                            

51,975                        

-                                -                                

（９）商品テスト強化事業

30,401                        

987                            

3,915                          

12,168                        

21,574                        

5,580                          

1,678                          

2,809                          

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

6,721                          

2,554                          

（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

1,581                          

480                            

-                                -

（７）食品表示・安全機能強化事業

855                            

事業名 都道府県

1,461                          

1,117                          

114                            

（３）消費生活相談員養成事業

2,274                          

- 114                            

（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

24 年度 福井県

1,972                          

-                                

2,237                          

233                            

1,941                          

973                            

2,041                          

-                                

13,749                        

事業計画【総括表】

合計

平成

25,917                        

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 6,721                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

2,771                          

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

管内市町村予算総額

取崩し割合

①参加者総数

28                              

51,975                                                            

74,692                                                            

184,623                                                          

実施形態

基金取崩し額

28%

③参加自治体

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

4              

①参加者総数

敦賀市２人、大野市１人、鯖江市１人

200          

②年間研修総日数

法人募集型

自治体参加型

都道府県予算

消費者行政予算総額

109,931                                                          



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

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） パーテーション、カラープリンター、展示用ラック整備

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会の開催（４回）

講師謝金

1,117          

233                   

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、添削作業費、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

事業の概要

備品購入

233             

480                   

1,117                 

1,581                 1,581          相談員養成の実務的研修の開催（４名）

480             

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑧食品表示・安全機能強化事業

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             

2,500          

987             

大学生消費生活モニター委嘱

987                   商品テスト機器の購入費、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・コンテンツ作成経費

12,168               

講師謝金、講師旅費、研究材料費、会場借料、通信運搬費

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

2,500                 

2,237                 2,237          

12,168        
消費者被害防止のための啓発活動・広報強化、食品衛生に
関する啓発、食品ロスをなくすためのキャンペーン実施

食品表示等に関する県民向け講座の開催

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）

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実施

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

21,574        

消費者グループの自主研究に対する支援

21,574              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

③消費生活相談員養成事業（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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

（既存）

（強化）

弁護士を月１回活用

管内の相談員を対象とした研修を年４回開催

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

事業名

弁護士を月２回、その他の専門家を月１回活用

（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）
（既存）

　

センター相談窓口・広報強化のための備品の購入

管内の市町からの要望を踏まえ、４名を対象に実務的研修を開催

なし

消費生活センター内備品の購入、執務用図書の購入

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）

電子水分計、塩分分析計を整備するほか、食品のDNA検査を外部委託により実施

なし

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

出前講座への講師派遣、消費生活総合情報誌の発行、新聞広告（2紙×年4回）による情報提供、若者向けセミナーの開催、教員向け研修の実施、食べきり運動キャンペーンの実施、詐欺被害防止の啓発資材の作成・配布

（強化）

なし

なし

消費者グループの活性化を図るため、グループ等が行う自主研究に対し研究経費等を支援するとともに、研究成果をイベント等で発表し啓発

（強化）

（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の開催、食中毒予防に対する啓発資材の作成・配布等

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）



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

参加者数

人日

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

人

対象人員数

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）

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 1,199          敦賀市、鯖江市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
池田町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭
町

117             

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

2,066
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 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）

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）

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）  

 

拡充６箇所114             

973             

福井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、坂井市 855             855             拡充６箇所

初級２名、中級１名

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

2,041 研修への参加支援

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

1,461          

勝山市、鯖江市、あわら市、坂井市 1,678          

2,066         
市、あわら市、越前市、坂井市、美浜町、おおい町

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 ﾙｱｯﾌ 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 1,461          高度で専門的な消費生活相談に対する対応力の強化

2,041        

食品表示・安全に関する啓発

研修 の参加支援

13,749         

1,678          

消費者被害防止等のための啓発

相談員の増員、報酬引上げ

13,752         

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、坂井市

2,809          

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）

13,443         6,721          

消費者サポーターの育成、出前相談、団体への補助・支援⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
福井市、敦賀市、大野市、越前市、永平寺町、南越
前町

2,813          

30,401        合計 37,384        



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

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

9,685              

人

人日年間研修総日数 200   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

対象人員数

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 4      人

12      

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

12      13,443            

対象人員数
（報酬引上げ）

4       



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

チェック項目

-

20%

103,598           千円 109,931           

千円

千円千円

積増し相当分

千円

6,333               

平成23年度 平成24年度

千円千円

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

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

2,175              千円 21,574             千円19,399             

51,975            

千円

21,574            

30,401            

前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

40,419             

千円 千円

3,872              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 -25                

千円

千円 25                  

51,975            

千円50                  

124,618           千円 132,648           8,030              

-

千円 -

千円

-

-

-

-

千円 74,692             

28%

41%

-7,801            

-                  千円

-25                

千円

-千円

-9,976            

-6,104             

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

4,158              千円

千円

229                

25                   

59,776            千円

千円 44,291             

千円

30,401             40,377             

88,357             84,199             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

50                   

千円

80,796             

-                   

184,623           184,394           

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    





-                                     千円

-                                     

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

185                                  

241,219                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 5,689                               

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 46,308                              

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

千円

千円

千円

千円

207                                  千円

51,975                              千円

千円

３．基金の管理

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

人

11       人

相談員数

11       

11       相談員総数

相談員数

相談員数

11       

平成24年度末予定

平成24年度末予定

③就労環境の向上

研修の受講機会の拡大

平成23年度末

平成23年度末うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定うち定数外の相談員 相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

平成23年度末うち委託等の相談員

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成23年度末


