
都道府県コード 210005

平成 年度24

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

23,515                        

都道府県予算

56,848                        

消費者行政予算総額

208,739                                                          

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 21,918                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 12,253                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

52,851                        

-                                -                                

9,500                          

7,875                          

平成 24 年度 岐阜県

事業名

事業計画【総括表】

合計

（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

3,971                          

4,215                          8,970                          

-                                

-                                

2,777                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

-                                

-

②年間研修総日数

113,494                      60,643                        

305,842                                                          

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 113,494                                                          

97,103                                                            

14,043                        

③参加自治体

-

管内全体の研修参加

37%

③実地研修受入自治体

-

33,333                        

都道府県

3,483                          1,080                          

4,755                          

（３）消費生活相談員養成事業

3,971                          

-                                

3,274                          6,051                          

-                                

（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

-                                

2,403                          

-                                -

-                                

2,753                          

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 -                                

31                              



 

 

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）

60,643               

7,875                 

101,280      

・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
・消費者啓発を行うことができる民間の人材の育成

①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
②小中学校の生徒、保護者を対象に賢い消費者となる
ための講演会、講座の開催
③小中学生向け消費者教育副読本の作成
④新成人向け消費者教育用教材の作成
⑤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
⑥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

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

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）

①新聞広告（4,011千円）、消費者トラブル防止ＰＲ啓発
物品・チラシの配布（6,935千円）、バス車内広告（2,475
千円）
②小中学校における講演会、出前講座の開催（4,300
千円）
③消費者教育副読本　44,000部（10,000千円）
④消費者教育用教材　20,000部（1,155千円）
⑤消費生活フェアの開催(2750千円）
⑥消費者知識向上講座の開催（1707千円）

33,333                35,263         

2,403           

事業名 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

1,191           

⑦消費生活相談窓口高度化事業 2,403                 

・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

46,582         

・資格取得支援講座の開催　２会場　１０日間（3,400千
円）
・消費生活広報人材養成講座の開催　３会場　5日コー
ス（3,500千円）

・相談員の増員（２名）
・有資格者について報酬額の増額

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

1,586                 

相談員等のレベルアップ研修の開催　８日間　４８時間
（1,191千円）

1,191                 

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）

弁護士等専門家による相談員への相談業務助言

県相談員の国民生活センター主催研修参加支援

市町村等相談員、行政職員のレベルアップ研修を開催

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）

4,755                 

9,500                 9,500           

4,755           

弁護士等専門家による助言

1,586           

・タウン誌への広告掲載（2,665千円）
・ＦＣ岐阜のホームゲームに消費者ホットラインなどを周
知する看板を掲出（1,890千円）
・執務参考図書の購入（200千円）

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）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

（強化）

市町村等相談員、行政職員のレベルアップ研修を開催

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）
（既存）

（強化）

事業名

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。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
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）

（強化）

（既存）

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、バス車内広告、小中学校における講演会、講座の実
施（各6地域）、消費者教育副読本の作成（県内小中学校１学年生徒分）、消費者教育用教材の作成（新成人配布）、消費者フェア（1箇
所）、消費者知識向上講座（3箇所）の開催

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

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

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）

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）

なし

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）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

相談窓口電話番号等についてタウン誌へ広告掲載、FC岐阜ホームゲームにホットライン等の広報看板を掲出、参考図書の購入

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）

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 -

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）

（既存）

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

-

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

実施形態 法人募集型

- 人人 -

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（９０名、１０日間程度）
消費者啓発を行うことができる民間人材の養成講座を開催（５日コース　３か所、計８０名）

自治体参加型

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）

人日

対象人員数計 追加的総費用

11      7,875              

参加者数

なし



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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

24,651         

⑨消費生活相談窓口高度化事業

23,515         

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

1,080          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

3,971          

3,762          3,274          

6,980          

県、国民生活センター等主催の研修参加

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談業務の高度化、複雑化対応のため専門書整備、消費者
相談室の拡張に伴う工事、備品購入

4,215          

執務室設置、相談窓口備品購入、（執務机、椅子、棚、相談
員用パソコン等）、参考図書購入、住民への窓口周知チラシ
作成、

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）

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、東濃西部広域行政事務組合

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

岐阜市、大垣市、高山市、関市、美濃市、瑞浪市、
羽島市、恵那市、美濃加茂市、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、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、
輪之内町、大野町、坂祝町、富加町、八百津町、白
川町、白川村、

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）

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 1,080          

岐阜市、大垣市、各務原市 4,271          

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）

高山市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那
市、土岐市、瑞穂市、本巣市、郡上市、下呂市、海
津市、養老町、垂井町、輪之内町、安八町、揖斐川
町、大野町、池田町、富加町、白川町、白川村、



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

24      

有資格相談員同席による消費生活相談の実施
弁護士をアドバイザーとする相談窓口の開設
広域連携による消費生活相談員の巡回相談事業の実施

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多治見市、海津市、東濃西部広域行政事務組合 3,005          

52,851        合計 74,387        

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 －

法人募集型

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

大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、恵那
市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂
市、岐南町、笠松町、北方町、東濃西部広域行政
事務組合

2,753          

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）

相談員の新規雇用、相談員の増員、相談日の増設14,043         30,638         

19,108            

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）

対象人員数計 追加的総費用

24      22,844            



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

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 -                    

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

113,494           

千円

39,454             

千円 -                     

105,895           

千円

千円

千円

155,151           千円 192,348           

千円-                    

37,197            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

29%

-

-

7,599              千円

-15,743           

-10,945           

44,796            -

千円 -

千円

-                    

千円

-

152,998           千円 208,739           

千円 97,103             

37%

千円

54%

千円千円 44,252             -

千円

千円

4,798              

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

32,399            千円

千円

37,301             

-                     

千円

108,048           

千円

23,342            千円 60,643             千円

前年度差

55,741             

平成23年度 平成24年度

305,842           261,046           

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

3,719              

交付金相当分 113,494          

千円

60,643            

52,851            

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 -                     

52,851             68,594             

148,096           115,697           

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

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24年度末時点）

31.40033532

千円

千円

％

％

％50.79238465

23.56083593

6,950               

247,948           

196,746           

51,202             

8                     

7

1

55,600             

48,650             

うち管内市町村 2 人

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

うち都道府県 5 人



２－３．消費者行政予算について③

148,096           うち基金（交付金相当分）対象外経費 93,483             千円

①都道府県の消費者行政予算 93,483             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

118,028           千円

千円

千円

千円

24,545             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 14,043             

千円

千円

305,842           

113,494           

187,814           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 21,918             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 118,028           千円 千円192,348           

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

97,103             

52,851             

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

115,256           

平成20年度 平成24年度

千円

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 7,875               千円

千円

千円

208,739           

60,643             

千円

千円

74,320             

44,252             うち基金（交付金相当分）対象外経費 24,545             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

54,613             

72,558             

19,707             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

人

19       人

3,719                               千円

1,720                               

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）

1,243                               千円

千円

19       

19       相談員総数

相談員数

相談員数

19       

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

県、他機関主催の研修参加旅費等を支援

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 188,015                            

372,500                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

138                                  千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） #VALUE! 千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 152,500                            

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

5,301                               

千円

平成24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23年度末うち委託等の相談員

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23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23年度末

： 千円

３．基金の管理
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