
都道府県コード 330001

岡山県マスコット　ももっち

平成 24 年度

岡山県事業計画



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

-                                

174                            

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 -                                

40                              

-                                

（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

-                                

756                            

-                                -

31,328                        

都道府県

1,098                          342                            

-                                

（３）消費生活相談員養成事業

1,818                          

-                                

2,883                          3,146                          

③参加自治体

管内全体の研修参加

40%

③実地研修受入自治体

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 110,435                                                          

153,242                                                          

15,237                        

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

-                                

-

②年間研修総日数

110,435                      40,831                        

273,858                                                          

（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

1,818                          

1,059                          1,059                          

-                                

-                                

263                            

平成 24 年度 岡山県

事業名

事業計画【総括表】

合計

6,332                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

69,604                        

-                                -                                

6,158                          

2,326                          

48,091                        

都道府県予算

79,419                        

消費者行政予算総額

120,616                                                          

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 17,563                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

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）

謝金、旅費

6,158          

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）

法律相談の充実（弁護士）

法執行業務に関する研修参加、一般県民を対象にした
消費生活相談員入門研修の開催

県内の相談員を対象としたレベルアップ研修の開催

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）

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263                   

非常勤職員を１名配置 2,326          

6,158                 

報酬、共済費

旅費・需用費、研修の開催委託

事業名 事業の概要

263             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 756                   

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）

啓発用資材購入、広報委託、広報資材作成委託31,328               31,328         

756             

各種広報媒体を活用した消費者教育・啓発活動、啓発
用品購入等

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 2,326                 

40,831        40,831               



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

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）

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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）センターだより等により広報

（既存）

（強化）

（強化）

＊ご指摘ありがとうございました（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

なし

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

各種広報媒体を活用した消費教育・啓発活動

弁護士を活用（月２回）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

弁護士を活用（月４回）

（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）
なし

（強化）

（既存）

（強化）

法執行に関する研修の受講、一般県民を対象にした消費生活相談員入門研修の開催

（強化）

県内の相談員を対象に、弁護士等の専門講師による研修を開催

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

（既存）なし

平成２１年１０月から非常勤職員を１名増員



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

1       2,326              

参加者数

人日

人人

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

1,512              

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）



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）

津山市、笠岡市、浅口市 1,464           

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）
総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、美作市、和気
町、里庄町、久米南町、吉備中央町

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）

津山市 342             

岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市、高梁市、瀬戸内
市、赤磐市、真庭市、浅口市、和気町、早島町、里
庄町、矢掛町、吉備中央町

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）

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

岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市、高梁市、新見
市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、美作市、浅口市、
和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、勝央
町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事務所賃料、用品購入、備品購入1,059           

事務用機器・参考図書の購入，パンフレットの作成

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

342             謝金等

1,818           

2,883           2,883           

1,818           

参加旅費、負担金等

24,105         

法執行職員研修参加旅費

広報委託、パンフレット等啓発資材作成、啓発用備品購入、
啓発講習会開催

倉敷市

報酬、費用弁償、社会保険料、児童手当等

48,091         

⑨消費生活相談窓口高度化事業

48,091         

15,237         

174             

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

174             

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
岡山市、笠岡市、井原市、瀬戸内市、赤磐市、真庭
市、美作市、浅口市、矢掛町、吉備中央町

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

69,604         合計 78,877         



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

13      24,105             

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）

14,152             

法人募集型

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

13      



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

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 -                     

69,604             51,095             

79,785             74,185             

213                

交付金相当分 110,435          

千円

40,831            

69,604            

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

273,858           234,353           

千円

-                    千円 40,831             千円

前年度差

5,600               

平成23年度 平成24年度

5,600              千円

千円

40,831             

-                     

千円

119,337           

積増し相当分

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円千円千円 83,638             -

千円

千円

15,396            

千円

-

115,016           千円 120,616           

千円 153,242           

40%

千円

45%

18,509            千円

18,509            

33,905             

39,505            -

千円 -

千円

-                    

チェック項目

-

34%

-

-

20,996            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

142,427           千円 163,423           

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

110,435           

千円

68,242             

千円 -                     

91,926            

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 -

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 -                    



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

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

-                     

163,423           

79,785             

83,638             

-                     

-                     

-                     

40

千円

千円

％

％

％45.4

33.9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23年度末時点）

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



２－３．消費者行政予算について③

-18,167           

89,785             

20,181             千円

千円

千円

千円

千円

2,014               

83,638             うち基金（交付金相当分）対象外経費 63,457             千円

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 2,326               千円

千円

千円

120,616           

40,831             

22,664             

平成20年度 平成24年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

153,242           

69,604             

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 17,969             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 161,409           千円 千円163,423           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 15,643             

千円

千円

273,858           

110,435           

112,449           

千円

千円

161,409           千円

千円

千円

千円

63,457             千円

79,785             うち基金（交付金相当分）対象外経費 97,952             千円

①都道府県の消費者行政予算 97,952             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

110,435                            千円

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

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

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

千円

213                                  

千円

323,746                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） -198                                千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 2,125                               

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

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）

国民生活センター研修等への派遣旅費等の支援

相談機能向上のための資料等の整備

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 110,072                            

-        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

18       

-        

18       相談員総数

相談員数

相談員数

18       

平成24年度末予定

213                                  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）

165                                  千円

千円

人

18       人


	表紙
	総括表
	別表１（都道府県事業）
	別表２（市町村事業）
	別表３（基金の管理等）

