
平成 年度24

         群馬県 事業計画

都道府県コード 100005



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）

平成

17,988                        

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 20,651                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

24 年度

9,501                          

1,814                          

1,790                          

1,814                          

         群馬県

1,408                          

-                                

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

1,408                          

事業名 都道府県

-                                

-                                

（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

-                                

20,651                        

831                            807                            

1,226                          

4,736                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（９）商品テスト強化事業

-                                

-                                

-                                

-                                -                                

210                            

-                                

-                                -                                （３）消費生活相談員養成事業

1,638                          

210                            

40,353                        

-                                

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

-                                

1,226                          

8,487                          

11,108                        51,461                        

6,526                          

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

131,870                                                          

法人募集型

自治体参加型

都道府県予算

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

18%

実施形態

基金取崩し額

取崩し割合

①参加者総数

18                              

51,461                                                            

151,961                                                          管内市町村予算総額

消費者行政予算総額 283,831                                                          



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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業の概要

832             

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

講師謝金、講師旅費、教材作成費、会議費831                   相談員等を対象としたレベルアップ研修会等の開催

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）

11,108              合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

11,110        

消費者団体活動費補助

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

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

8,488          消費者教育・啓発活性化のための活動強化

補助金、委託料、印刷費1,790                 

講師謝金、講師旅費、会議費、広報資料・コンテンツ
作成費

8,487                 

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他） 1,790          

⑧食品表示・安全機能強化事業



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

管内の相談員及び担当職員を対象に、多重債務者庁内連絡体制確立のための研修会を年2回開催

（既存）

（強化）

事業名

（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）

担当職員及び相談員を対象とした基礎講座（6回）、技術向上研修会（2回）及び消費生活相談員ゼミナール（４回）の開催

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）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

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）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化） インターネット問題啓発に係る事業委託、消費者団体に対する活動費補助

（強化）

（強化）

（既存）

電子看板（デジタルサイネージ）による啓発強化、新聞、ラジオ、啓発資料や啓発グッズ（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ、ﾏｸﾞﾈｯﾄﾊﾞｰ）による消費生活セ
ンターの県民への周知、注意喚起、消費者被害防止講演会の実施

（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）

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） 消費生活情報紙発行（72,000部）

（強化）

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

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）

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

参加者数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員・担当職員の研修参加支援

210

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、消費生活セ
ンターの住民への周知に係る経費

1,408          

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

高崎市、伊勢崎市、沼田市、館林市、藤岡市、安中
市、甘楽町、板倉町、大泉町、吾妻広域圏

1,416          

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

弁護士の活用

前橋市、沼田市、館林市、富岡市、みどり市、甘楽
町、板倉町、明和町、大泉町、吾妻広域圏

807             

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

814             

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

前橋市 富岡市 210

放射性物質検査に係る修繕費、確定検査料、メンテナンス料

51,974       40,353      合計

桐生市、太田市、渋川市、富岡市、みどり市、中之
条町、嬬恋村、草津町、高山村、昭和村

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
桐生市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町、玉村
町、板倉町、明和町、大泉町、邑楽町、吾妻広域圏

4,736          

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

9,501          

5,211          

20,651         

1,816          

講演会の開催、消費者被害防止のための啓発資料等の購
入・作成、消費者教育・啓発に必要な機材・事務用機器

食の安全・安心に係る講演会の開催、啓発資料の購入

前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林
市、渋川市、藤岡市、みどり市、榛東村、吉岡町、
上野村、神流町、下仁田町、甘楽町、中之条町、嬬
恋村、草津町、片品村、昭和村、みなかみ町、明和
町、千代田町、大泉町、吾妻広域圏

相談員（１５名）の報酬及び報酬引き上げ（1名）

10,136         

31,144         

1,814          放射性物質検査に係る修繕費、検査機材の設置

1,226          

210           弁護士の活用

前橋市、沼田市

太田市、みなかみ町 1,227          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 前橋市、富岡市 210            

, ,合計



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15      

人参加者数

20,462            

年間実地研修受入総日数

実施形態 自治体参加型

人日

法人募集型

人実地研修受入人数

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）

人日年間研修総日数

対象人員数

研修参加・受入要望

人

人 千円16      20,647            

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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

チェック項目

-

8%

前年度差

-18,831           千円

千円

積増し相当分

平成23年度 平成24年度

千円150,701           千円 131,870           

千円

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

51,461            

千円

11,108            

40,353            

千円

千円

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円31,848             11,108             千円

千円千円

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 -20,740           

-                    

千円千円

千円 -                    

-66,310           千円

千円

51,461            

千円

千円

183,746           

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 -                    

117,771           

千円

千円

216,676           千円 232,370           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

-

-

-

-

1,909              

-50,616           千円

13,785            

千円

-                    

千円

千円

千円

111,608           

-

18%

27%

千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-45,570           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円

85,923             

97,823             

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

283,831           334,447           

-

40,353             

120,762           

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

118,853           

151,961           千円-31,785           

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

千円 千円

千円

-                  

千円 千円15,694            

-



２－２．消費者行政予算について②

うち都道府県

うち管内市町村

うち管内市町村

うち都道府県

-                     

232,370           

人

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

-                     

千円

千円

千円

千円120,762           

うち管内市町村 人

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

-                     

人

人

千円

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

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

％26.55               

8.42                

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

％

18.13              

千円

％

111,608           



２－３．消費者行政予算について③

163,286           千円

①都道府県の消費者行政予算 163,286           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円

千円

283,831           

51,461             

26,278             千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 20,651             

257,553           千円

111,608           うち基金（交付金相当分）対象外経費 94,267             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

94,267             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

151,961           

40,353             

平成20年度 平成24年度

千円131,870           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円120,762           

17,341             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

千円-31,416           

千円11,108             

千円

千円

千円

-42,524           

57,694             

千円-25,183           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 257,553           千円 千円232,370           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 20,651             



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）

18                                    千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

51,461                              

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） 55,146                              

千円

千円

400,000                            

3,703                               

３．基金の管理

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

千円

千円

-                                     

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年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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

9        人相談員総数 9        

②研修参加支援

①報酬の向上

平成24年度末予定

③就労環境の向上

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

④その他

処遇改善の取組

平成23年度末

消費生活相談員の配置

相談員数

平成23年度末

具体的内容

平成23年度末 平成24年度末予定 相談員数相談員数 人

人平成24年度末予定 相談員数

相談員数

9        9        

相談員総数

相談員数


