
都道府県コード 090000

平成 年度24

　　　栃木県 事業計画（変更）
H24.12.4



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

17,758                        

都道府県予算

33,465                        

消費者行政予算総額

98,191                                                            

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 14,934                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 10,531                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

63,863                        

615                            1,447                          

5,243                          

3,553                          

平成 24 年度 栃木県

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

320                            

14,728                        14,728                        

10,587                        

131                            

4,071                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

2,062                          

211                            

-

②年間研修総日数

93,443                        29,580                        

280,420                                                          

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 93,443                                                            

182,229                                                          

11,381                        

③参加自治体

管内全体の研修参加

33%

③実地研修受入自治体

15,707                        

都道府県

360                            100                            

-                                

（３）消費生活相談員養成事業

320                            

-                                

2,174                          6,245                          

-                                

（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

-                                

260                            

10,587                        -

80                              

5,288                          

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 -                                

24                              



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）

29,580               

3,553                 

33,146        

消費者啓発活動家育成事業（くらしの安心サポーター）の
実施、食の安全安心とちぎ消費者セミナーの開催

メディア等による啓発、街頭・出前講座等での啓発、消費
者被害防止啓発演劇の巡回公演、路線バスに啓発ステッ
カー掲示、映画館での啓発ＣＭ上映事業等の実施

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業
消費者からの相談に係る商品テストの一環としての放射
性物質簡易検査の実施

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）

テレビ・ラジオＣＭ作成費、出前講座実施委託料、啓発
演劇上演委託料、路線バスへの啓発ステッカー掲示委
託料等

15,707                15,707         

260             

費用弁償

事業名 事業の概要

131                    

3,962           

⑦消費生活相談窓口高度化事業 260                    

131             

事業者指導専門員の配置及び日額の消費生活相談員
の雇用

7,119           

啓発資料作成費、セミナー実施委託費等

103                    

615                    

報酬、費用弁償（通勤手当）、社会保険料（事業主負担
分）

検査機器の保守点検費、検査に係る消耗品費等

対象経費

費用弁償（出張旅費）、研修参加負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

109                    

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費等3,962                 

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）

相談の高度化・複雑化に対応するため、弁護士、司法書
士、一級建築士等をアドバイザーとした相談員会議等の
実施

日額の消費生活相談員の研修参加支援

事業者指導専門員の出張旅費

県及び市町の消費生活相談員等のスキルアップ研修の
実施

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）

5,140                 

103             

5,140           

615             

講師謝金、講師旅費、会場借料等

講師謝金

109             

食品表示セミナーの実施

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）

（既存）事業者指導員はいなかった。消費生活相談員は月額相談員７名体制をしいていた。

事業者指導を強化するため、事業者指導専門員を１名配置（平成21年度から）。平成22年度からは、日額相談員３名を新たに配置し、相
談体制の強化を図る。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

事業者指導専門員が事業者指導を行うための出張旅費。

（強化）

相談事例の研究（県内各地を移動し24回実施）。法改正等講習会（４回実施）。通信教育（70名分）。

地域の消費者啓発の一部を担う「くらしの安心サポーター」を委嘱して、サポーターの数を増やすとともに、知識の向上のための研修会を開催する。また、
放射性物質と食の安全性について、消費者の知識を広め、理解を深めてもらうため「食の安全安心とちぎ消費者セミナー」を開催する。

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）

事業名

県相談員向けに弁護士等を招いてアドバイスを受ける（７回実施）。市町相談員等向けに弁護士を招いてアドバイスを受ける（４ブロック×２回）。

なし

（強化）

食品表示セミナーの開催（１回実施）。

（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）

消費者月間キャンペーンの実施（記念講演・イベント、ラジオ番組、街頭啓発等）。マスメディア（テレビ・ラジオ・新聞）を活用した啓発。路
線バスによる啓発（ラッピングバス１台、啓発ステッカーの掲示96台）。消費者被害防止啓発演劇による巡回公演（21回）。消費者団体との
タイアップによる啓発等。

日額相談員の研修参加支援。

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

なし（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

レベルアップのための研修は、東京都で行われる研修への参加が主であったため、研修機会が少なかった。

（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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）なし

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）

放射性物質簡易検査は実施していなかった。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

商品テストの一環として、自家消費等の放射性物質簡易検査を実施する（検査機器保守点検料、テスト用消耗品の購入等）。

なし



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）

年間実地研修受入総日数

4,872              

年間研修総日数 人日

4        

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

対象人員数計 追加的総費用

4        7,119              

参加者数



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）

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
栃木市・佐野市・日光市・小山市・真岡市・大田原
市・矢板市・さくら市・那須烏山市・下野市・益子町・
壬生町・野木町

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

センター新設に伴う相談員配置・相談員の増員・相談時間の
延長・相談員報酬額の引き上げ等

17,945         

⑨消費生活相談窓口高度化事業

17,758         

1,447          

11,381         25,033         

10,587         

1,447          足利市・栃木市・佐野市・矢板市・下野市

消費者被害防止等のための教育・啓発、放射性物質に係る
周知啓発費等

益子町 10,587         

80               

食品の放射性物質簡易検査に要する消耗品費・保守点検料等

食品に関する勉強会・講演会等の開催

共同設置のセンター建設に係る設計委託料、センター建設
工事費、執務参考図書購入費、周知用資料購入費等

100             弁護士による相談員を対象とした研修会の開催に伴う謝金

100             消費生活相談事例研修会の開催

320             

2,369          2,074          

320             

研修に参加する相談員等への参加支援

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）

周知用資料作成、執務参考資料購入等8,381          

事務用機器購入、周知用備品購入

6,347          
センター新設に係る事務用機器、執務参考資料購入、セン
ター開設周知費等

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） 上三川町・壬生町・野木町・高根沢町 6,347          

宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡
市・大田原市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野
市・壬生町・野木町・塩谷町・那須町・那珂川町

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

宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山
市・真岡市・矢板市・那須塩原市・さくら市・下野市・上三
川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・壬生町・岩舟町・
塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町

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）

100             

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）

足利市 100             

小山市 80               

足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡
市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山
市 那須町

10,410         

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 栃木市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 市貝町・塩谷町



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）

10      

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

25      

基本計画策定業務委託、弁護士への業務委託、食品の放射
性物質簡易検査に要する消耗品費・保守点検料等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 栃木市・日光市・大田原市・那須塩原市・さくら市 5,318          

63,863        合計 80,056        

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

5,288          

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）

11,205            

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

35      22,955            



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）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

-

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 -375               

千円

千円 -                    

93,443            

千円375                

117,796           

千円 -                     

119,176           

千円

千円

千円

千円千円 118,366           

145,008           千円 186,977           41,969            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

-

30%

-

-

16,236            -

千円 -

千円

-375               

-

-

98,415             千円 98,191             

千円 182,229           

33%

千円

35%

-25,733           

千円

千円

570                

-                    千円

-千円

15,890            

16,460             

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

41,399            千円

千円

積増し相当分

千円

71,203             

375                 

千円

165,769           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-41,623           千円 29,580             千円

前年度差

-224                

平成23年度 平成24年度

280,420           264,184           

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 93,443            

千円

29,580            

63,863            

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

①都道府県の消費者行政予算

-                     千円 -                     

63,863             47,973             

68,611             27,212             



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）

24.29

千円

千円

％

％

％35.05

14.61

-                     

291,227           

172,861           

118,366           

15                   

15

104,250           

104,250           

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） 15                   人

うち都道府県 15 人



２－３．消費者行政予算について③

68,611             うち基金（交付金相当分）対象外経費 27,109             千円

①都道府県の消費者行政予算 27,109             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

149,778           千円

千円

千円

千円

122,669           千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 11,381             

千円

千円

280,420           

93,443             

130,642           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 14,934             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 149,778           千円 千円186,977           

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

182,229           

63,863             

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

71,082             

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 3,553               千円

千円

千円

98,191             

29,580             

千円

千円

37,199             

118,366           うち基金（交付金相当分）対象外経費 122,669           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

41,502             

59,560             

-4,303             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

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 10,950                              千円

人

12       人

-                                     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）

347                                  千円

千円

388,900                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

11       

13       相談員総数

相談員数

相談員数

12       

平成24年度末予定

1        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）

・弁護士、一級建築士等の専門家をアドバイザーとしてケーススタディを行い、高度化する相
談への対応力を強化する。
・国民生活センター主催の研修会に相談員を全員参加させる。

相談業務に必要となる執務参考図書を整備する。

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 84,767                              

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） 2,621                               千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

-                                     

千円

93,443                              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

相談員の要望を踏まえた研修を充実させる。

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

1        

平成23年度末

３．基金の管理
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