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平成 24 年度

山梨県 事業計画

都道府県コード



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）

-                                

2,748                          

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

-                                

（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

-                                

305                            

2,919                          -                                

4,660                          

都道府県

683                            378                            

4,618                          

（３）消費生活相談員養成事業

415                            

-                                

892                            1,421                          

-                                

6,217                          

-                                

1,554                          

-                                

47,961                        17,200                        

（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

415                            

1,233                          5,851                          

2,919                          

1,554                          

529                            

平成 24 年度 山梨県

事業名

事業計画【総括表】

合計

4,240                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

30,761                        

-                                -                                

1,492                          

4,042                          

15,959                        20,619                        

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 10,259                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

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

①参加者総数

②年間研修総日数

40%

③参加自治体

管内全体の研修参加

50%

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 47,961                                                            

36,655                                                            

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

②年間研修総日数

95,872                                                            

①参加者総数

都道府県予算

消費者行政予算総額

59,217                                                            



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）

委託料 印刷製本費等

4,618           

委託料

64               

食の安全・安心に関するポータルサイト構築や、普及啓

消耗品、備品購入等4,618                 

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）

広域的消費生活相談への対応事業、県民生活センター
消費生活相談員の弁護士相談

国民生活センター主催研修等への参加

市町村消費者行政担当者や消費生活相談員養成事業
修了者等を対象に資質向上を図るための研修実施。

対象経費

旅費、負担金等

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

64                      

謝金、会場借上料等465                    

事業名 事業の概要

県民生活センターにおける消費生活相談体制強化のた
めの物品購入。

1 554

465             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 305                    

1 554

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）

305             

⑧食品表示・安全機能強化事業

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）

委託料、印刷製本費等
食 安全 安 に関する タ サイト構築や、普及啓
発活動の実施。

1,492                 1,492           

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）

新規雇用の消費生活相談員の報酬等。既存相談員の報
酬アップ分等。

4,042           

謝金、備品購入等

報酬、報酬共済等

1,554               1,554          

消耗品、委託料等4,660                 4,660           
消費者被害未然防止のための啓発物品購入、消費生活地域講
座委託事業、高齢者見守り啓発事業の実施等

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 4,042                 

17,200        

休日の弁護士相談会実施、消費生活相談に係る備品購
入等

17,200               



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

県民生活センターにおける消費生活相談体制強化のための物品購入。

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）

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）

県民生活センターにおける消費生活相談体制のための物品購入。

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活関係研修への参加（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）

国民生活センター主催研修等への参加

なし

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

事業名

広域的消費生活相談への対応事業、県民生活センター消費生活相談員の弁護士相談

なし

（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）
（既存）

市町村消費者行政担当者や消費生活相談員養成事業修了者等を対象に資質向上を図るための研修実施。

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

⑧食品表示・安全機能強化事業

（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） 啓発物品の購入

（既存）

消費者被害未然防止のための啓発物品購入、消費生活地域講座委託事業、高齢者見守り啓発事業の実施等

（強化）

（強化） 食の安全・安心に関するポータルサイト構築や、普及啓発活動の実施。

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）

（強化）

（強化）

休日の弁護士相談会実施、消費生活相談に係る備品購入等
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） 消費生活相談員（９名）

新規雇用（１名）の消費生活相談員の報酬等。既存相談員の報酬アップ分等。



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

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

1,620              

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）

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

9        4,042              

8        



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）

甲府市 30              

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）
大月市、韮崎市、甲斐市、上野原市、甲州市、山中
湖村

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）

甲府市 378             

甲府市、富士吉田市、大月市、韮崎市、笛吹市、中
央市

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）

1,203          消費生活相談窓口機能強化のための消耗品購入等

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） 富士吉田市 1,203          

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談窓口機能強化のための消耗品購入等30              

消費生活相談窓口機能強化のための消耗品購入等

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

378             消費生活相談員の弁護士相談等

415             

892             892             

415             

外部研修への参加旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮
崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上
野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身
延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂
町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小
菅村、丹波山村

富士吉田市 2,919          広域的消費成果相談体制の周知等

6,217          

2,919          

消費者被害未然防止用の啓発物品購入、講演会実施等

新規雇用の消費生活相談員の報酬及び報酬アップ分等

15,959         15,959         

6,217          

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
甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、南
アルプス市、上野原市

2,748          

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）

消費者行政基本指針作成、食品に係る放射性物質測定の
外部委託、住民に対する消費生活相談（弁護士相談）等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
甲府市、大月市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、
上野原市、甲州市、中央市、富士河口湖町

2,748          

30,761        合計 30,761        



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

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）

5,981

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

10      

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

10      6,127              

2       



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 -                     

30,761             50,991

交付金相当分 47,961            

千円

17,200            

30,761            

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

66,460            

95,872            116,448           

平成23年度 平成24年度

千円 42,017             44,442             

千円

1,731              千円 17,200             千円

前年度差

-2,425            千円

千円

15,469

-                     

千円

56,537             

積増し相当分

-694                

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

348                千円千円千円 5,894               -

千円

千円

-

59,911             千円 59,217             

千円 36,655             

50%

千円

84%

-18,499           千円

-20,230           

-19,882           

-20,576           -

千円 -

千円

チェック項目

-

29%

-

-

-2,077            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円 -                    

千円

千円

49,988            千円 47,911            

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

47,961            

千円

5,546               

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 0 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 3                     人

うち都道府県 3 人

-                     

72,731             

66,837             

5,894               

0.397383422

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）

％

％

4                     

4

0

24,820             

24,820             

0.839203383

0.204671752

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

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



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

47,961                              千円

３．基金の管理

相談員数

具体的内容

報酬増額（H22年度～）

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21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

平成22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

-                                     

千円

200,000                            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） -                                     千円

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

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

外部研修への参加

相談員１名増員（H22年度～）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 47,939                              

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年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

相談員数

10       

10       相談員総数

相談員数

相談員数

10       

平成24年度末予定

-                                     千円

-                                     

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

22                                    千円

千円

人

10       人


