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三重県 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

79,660                        

取崩し割合

-                                

①参加者総数

28                              

39,457                        

79,660                                                            

89,521                                                            

9,394                          

-                                

2,750                          

実施形態

基金取崩し額

-                                

680                            

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

28%

-                                

管内市町村予算総額

-                                

（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

-                                

1,080                          

-                                -

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

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

②年間研修総日数

③参加自治体

3,871                          

51,361                        

283,836                                                          

4,521                          

-                                

（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

1,158                          

-                                

1,080                          

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

458                            

事業名 都道府県

-                                

700                            

1,533                          

-                                

法人募集型

6,621                          

- 1,533                          

平成 24 年度 三重県 事業計画【総括表】

11,806                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

28,299                        

-                                -                                

3,841                          

2,412                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

13,484                        

都道府県予算

52,941                        

消費者行政予算総額

194,315                                                          

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



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

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）

192             

3,841          

執務参考図書の購入、事務用機器の購入

専門家（弁護士）の活用

消費生活相談員、職員の研修参加支援

消費生活相談員、消費生活相談担当職員を対象とした
研修の開催

顧問弁護士報酬

1,744          

700             

2,726                 

不当商取引専門員、業務補助職員の人件費（報酬等）

対象経費

研修参加支援（旅費、受講料等）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,145                 

研修開催経費（講師旅費・報酬）、消費生活相談員通
信講座

出荷制限指示の対象となった自治体及び出荷制限指
示対象自治体の隣接自治体が産地である野菜類・果実
類、きのこ・山菜類、水産物および乳児用食品の放射性
物質検査。食中毒予防啓発。食品衛生事務処理システ
ムの改修。

-                       

3,841                 

事業の概要

執務参考図書の購入

2,746          

1,080                 

700                    

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

啓発講座の開催（講師旅費・報酬、委託）、啓発用物
品、啓発用冊子、消費者教育教材作成（DVD、Webコン
テンツ）、消費者教育・啓発事業委託（啓発イベント等、
電車内啓発ポスター掲出、新聞掲載、バス車内放送啓
発等）、栄養表示啓発事業

39,457                40,153         

1,080          

消費者教育・啓発事業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

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）

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）

2,412                 

83,965        

放射性物質検査,食中毒予防対策事業

不当商取引専門員等（２名）の配置 33,509         

51,361               



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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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）啓発チラシ・冊子の配布、消費生活で前講座等の開催、消費者月間記念講演会の開催、情報紙の発行等

（強化）

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

・上記に加え、消費者トラブル街頭啓発キャンペーン等の開催、啓発用物品の作成・配布、教育教材（DVD、Webコンテンツ）の作成等
･栄養表示啓発事業（食品の栄養表示啓発用物品の作成、啓発活動等）の実施

研修会への派遣：年３回以上（消費生活員の希望に応じて派遣）

弁護士を月2回（1回あたり２時間）活用

（強化）

（強化）

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）

事業名

顧問弁護士制（必要な時に電話、ファックス、メールによる助言を受けられる）を導入

（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）

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）

（既存）

（強化）

研修会（市町の消費生活相談員、消費生活相談担当者向け）の開催：年1回

相談対応強化のための参考図書、事務用機器を充実させる必要がある。

（強化）

研修会への派遣：年2回

研修会（市町の消費生活相談員、消費生活相談担当者向け）の開催：年１２回に増加、通信講座の開催（県・市町の消費生活相談員、
消費生活相談担当者向け）

執務参考図書、事務用機器を購入し、相談対応強化を図る。

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）相談員（9名）、不当商取引指導専門員（1名）を配置し、消費生活相談・事業者指導を実施している。

消費者庁設置に伴い増大する業務に円滑に対応するため、平成22年4月から不当商取引専門員（1名）、平成22年10月から業務補助職
員（1名）を新たに配置し、相談対応、事業者指導、法執行機能、消費者教育・啓発の強化をはかる。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業



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

対象人員数計 追加的総費用

2       2,412              

参加者数

環境、降下物、水道水の放射線量を毎日測定するとともに、穀類（精米）、茶（荒茶）、牛乳、ほうれんそう、だいこん、マダイ、アサリ、わか
めなどについての放射性物質の検査を実施。

人日

人

・従来の取り組みに加え、過去に複数または単一品目で出荷制限指示の対象となった自治体及び出荷制限指示対象自治体の隣接自
治体が産地である野菜類・果実類、きのこ・山菜類、水産物および乳児用食品、計６０検体の放射性物質検査。
・腸管出血性大腸菌による食中毒予防対策実施（啓発資料作成）。飲食店営業者等に対し、規格基準を周知するとともに、生食用牛レ
バーの提供禁止を徹底する。また、消費者に対して、啓発を強化。
・腸管出血性大腸菌等による食中毒予防対策として消費者の食の安全安心確保のため、各製造所ごとに食品の取扱品目を正確に把
握する必要がある。そこで食品衛生事務処理システムを改修することによって、各製造所の取扱品目に応じた実効性のある監視を行う。

自治体参加型

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

3,162              

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）



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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
松阪市、桑名市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩
市、伊賀市、川越町、明和町、度会町、紀北町、鈴
鹿亀山地区広域連合

1,612          

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

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張
市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、東
員町、朝日町、川越町、度会町、紀北町、紀宝町、
鈴鹿亀山地区広域連合

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

2,897          
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張
市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、伊賀市、明
和町、紀北町、鈴鹿亀山地区広域連合

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

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）

⑨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（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

津市、鈴鹿亀山地区広域連合 2,068          458             
事務用機器の購入、執務参考図書の購入、センター周知用
物品等購入、事務所の賃料

事務用機器（シュレッダー等）の購入、執務参考図書の購
入、窓口周知用物品（パネル、グッズ等）購入経費

1,533          

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

消費生活相談員、職員の研修参加（受講料、旅費等）2,750          

13,484        
啓発物品（パンフレット、グッズ、ＤＶＤ等）購入経費、消費生
活講座（講演会）開催経費（講師料、会場使用料）

相談員の人件費

14,249        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、鳥羽
市、志摩市、伊賀市、明和町、大紀町、鈴鹿亀山地
区広域連合

680             

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）

22,669        9,394          

消費生活弁護士相談（相談員同席）の開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 四日市市 680             



28,299        合計 44,175        



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

対象人員数計 追加的総費用

18      19,674            

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

14,537            

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

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

18      



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

119,016           

89,521             

千円16,180             35,181            千円

28,299             

142,954           

-

23,938            千円

別表３ 基金の管理等

79,660            

千円

51,361            

28,299            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

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

千円

千円

千円

前年度差

59,119             千円

283,836           232,525           

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23年度 平成24年度

千円135,196           千円 194,315           

51,361             千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

42,624             

54,705             

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 61,222             

79,660            

千円

-                    

千円

積増し相当分

6,517              

千円

-

千円

-

千円 -

-

32%

チェック項目

-

26%

-

-千円

-                    

千円

千円

-14,325           

-7,808             

51,311            千円

30,455            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

173,721           千円 204,176           

千円-                    

58,804            

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

97,329             

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 -                    

20,856            28%



２－２．消費者行政予算について②

人

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） -                     人

うち都道府県

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点）

％

％31.61157717

26.43182461

28.06550261

千円

千円

％

61,222             

142,954           

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

-                     

-                     

-                     

-                     

204,176           

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

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

131,262           

39,772             

11,473             

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 2,435               千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

51,361             

182,623           

千円

千円142,954           

平成20年度 平成24年度

千円194,315           

千円

89,521             

28,299             

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

49,749             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）対象の賃料、人件費等 千円 13,154             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 61,441             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 10,719             

61,441             千円

61,222             うち基金（交付金相当分）対象外経費 49,749             千円

千円

千円

283,836           

79,660             

222,395           千円

千円千円

千円142,735           

千円

千円204,176           

11,692             千円

①都道府県の消費者行政予算 11,692             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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        

相談員総数

相談員数

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）

平成23年度末

人

人平成24年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

8        

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

○

うち委託等の相談員

千円

195,000                            

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

79,660                              

④その他

処遇改善の取組

○

35,437                              

３．基金の管理

千円

①報酬の向上

平成24年度末予定

千円

平成24年度末予定

相談員数

千円

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）

研修等の受講機会を増やし、消費生活相談員のスキルアップを支援する。

執務参考図書の購入

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 115,097                            

8        相談員総数

-                                     

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）

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）

人

8        人
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