
都道府県コード 230006

平成 年度25

愛知県 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）

平成 25 年度 愛知県

事業名

事業計画【総括表】

合計

-                               

1,419                         
１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                               

1,419                         -                               

-                               

60,612                       

-                               

-                               

2,848                         

-                               

30,029                       

2,848                         

103,043                      18,461                       

427,714                                                         

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

84,582                       

都道府県予算

消費者行政予算総額

116,190                                                         

-                               

合計

8,135                         

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

103,043                                                         

311,524                                                         

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

3,881                         

48,880                       11,732                       

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

4,254                         

30,029                       

管内市町村予算総額

基金取崩し額

↑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

管内全体の研修参加

24%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

法人募集型

自治体参加型

実施形態

①参加者総数

-                               



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）

事業名

1,229          

対象経費

○レベルアップ研修業務委託料

事業の概要
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費

2,652           

1,229           

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催） ○消費生活相談員等レベルアップ研修（50人、6日間）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修開催支援）

○国民生活センター研修派遣（20人、2日間）
○消費生活相談アドバイザー研修（国民生活センター
研修派遣（9人、2日間）)
○消費生活相談員等レベルアップ研修（18人、6日間）

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

○国民生活センター研修経費（旅費・負担金）
○レベルアップ研修経費（旅費）

2,652          

18,461        合計

○国民生活センター研修派遣（20人、2日間）
○消費生活相談アドバイザー研修（国民生活センター
研修派遣（9人、2日間）)
○消費生活相談員等レベルアップ研修（18人、6日間）
補充日額報酬
○市町村巡回指導（50日）
○特別相談派遣（20日）
○市町村主催講座派遣（20日）

2,848           2,848          

18,461       

○あいち消費者教育推進シンポジウム業務委託料
○消費者教育推進支援事業（講師報償費・補助教材購
入需用費・補助教材郵送役務費）

5,268          5,268           

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

○多重債務問題啓発事業
○サポーターフォローアップ等事業

6,464          6,464           
○多重債務問題啓発事業（ポスター等制作需用費・同配送役務
費・同デザイン委託料）
○サポーターフォローアップ等事業業務委託料

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

○あいち消費者教育推進シンポジウム
○消費者教育推進支援事業

○国民生活センター研修関連経費（補充日額相談員の
報酬）
○レベルアップ研修関連経費（補充日額相談員の報酬）
○市町村巡回指導経費（旅費・補充日額相談員報酬）
○特別相談派遣（20日） （旅費・補充日額相談員報酬）
○市町村主催講座派遣（20日） （旅費・補充日額相談員
報酬）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

○消費生活相談員等レベルアップ研修（市町村の相談員等を対象に、中級～上級クラスの研修を委託実施する。6日間、各回50名程度
の選択受講方式）＜H23年度からの継続事業＞

○国民生活センター主催の研修会への参加支援（10名分）

市町村支援のための県相談員のスキルアップ、資質向上等を図る。

事業名

（強化）

⑦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）

（既存）

（既存）

（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

○全体研修会（県及び市町村、年２回･延べ４日間）
○事例検討会（県、年２回･延べ２日間）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

なし

市町村の消費生活相談体制の充実・強化の取組を支援する。
○県の相談員による市町村巡回指導＜新規事業＞
○県の相談員による市町村等の特別相談派遣＜新規事業＞
○県の相談員を講師として派遣する市町村主催講座派遣＜新規事業＞

市町村支援のための県相談員のスキルアップ、資質向上等に係る補充日額人件費。
○国民生活センター主催の研修会への参加支援 補充日額報酬＜新規事業＞
○国民生活センター主催のアドバイザー研修への参加支援 補充日額報酬＜新規事業＞
○消費生活相談員等レベルアップ研修 補充日額報酬＜新規事業＞

○国民生活センター主催の研修会への参加支援（20名分追加）＜初年度からの継続事業＞
○国民生活センター主催のアドバイザー研修への参加支援（消費生活相談アドバイザーを参加させる。9名分）＜H23年度からの継続事
業＞
○消費生活相談員等レベルアップ研修（市町村の相談員等を対象に、中級～上級クラスの研修を委託実施する。6日間、各回50名程度
の選択受講方式）＜H23年度からの継続事業＞

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

（既存）

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消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

（既存）

（強化）



○広報紙・啓発紙の発行、出前講座、特定のメディアへの広報など

○あいち消費者教育推進シンポジウム＜新規事業＞
・消費者教育推進法の施行を踏まえた今後の消費者教育について、そのあり方を考えるシンポジウムを開催
○消費者教育推進支援事業＜新規事業＞
・学校や地域等で開催される研修会等に消費者教育の専門家を講師として派遣する
・講師派遣（消費者向け10回・指導者向け10回）
・教育補助教材購入（若者編5千部・一般編5千部)

○消費者団体への活動支援、広報紙・啓発紙の提供、出前講座など

○多重債務啓発事業＜H22年度からの継続事業＞
・多重債務者の相談窓口への誘導促進のポスター・リーフレットを作成し、市町村、県民生活プラザ等の窓口において配布
○サポーターフォローアップ等事業
・これまでに養成した消費生活相談サポーターへのフォローアップ研修の実施＜新規事業＞
・消費生活相談サポーターの拡充新規養成＜新規事業 参考：当初計画達成のためH24年度は実施していない＞
・啓発資材の配布等＜H24年度からの継続事業＞

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載。）

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

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

年間研修総日数 人日 人日

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

人 千円 人 千円



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）

4,717          

消費生活相談日数 消費生活相談員の拡充 報酬引上

消費生活相談員、消費者行政担当者の研修参加支援3,925          

329             消費生活相談員のための研修会開催

-                

-                -                

-                

-                

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

-                

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

機材・事務用機器の設置、執務用参考資料購入、窓口
周知

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
瀬戸市、尾張旭市、清須市、一宮市、稲沢市、あ
ま市、大治町

643             637             

消費生活相談のための弁護士相談体制の構築豊田市 782             820             ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

名古屋市、半田市 329             

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
名古屋市、瀬戸市、小牧市、尾張旭市、豊明市、清須市、長久手市、東郷町、豊山
町、一宮市、稲沢市、大口町、扶桑町、津島市、愛西市、弥富市、あま市、常滑市、
知多市、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、豊田市、みよし市、
新城市、豊橋市、豊川市、蒲郡市

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

瀬戸市 春日井市 小牧市 尾張旭市 豊明市 東郷町 豊山町 一宮市 犬山

事業者向け啓発講座の開催

消費者被害の未然防止のための消費者教育・啓発（チラ
シ配布・講座開催等）

30,029         

名古屋市

自治会等を通じた消費者教育・啓発チラシの全戸回覧

84,582        

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

-                ⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

一宮市

-                

消費生活相談日数、消費生活相談員の拡充、報酬引上
げ

1,937          

弁護士相談

47,015         46,758         

1,937          

126             

59               59               

126             

48,964         

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

名古屋市、瀬戸市、春日井市、尾張旭市、豊明市、清須市、長久手市、東郷町、一
宮市、犬山市、江南市、大口町、津島市、愛西市、あま市、蟹江町、半田市、常滑
市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、安
城市、西尾市、知立市、豊田市、新城市、豊根村、豊橋市、豊川市、蒲郡市

⑧消費生活相談体制整備事業

知多市、豊田市

瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、東郷町、豊山町、 宮市、犬山
市、稲沢市、岩倉市、扶桑町、愛西市、あま市、大治町、阿久比町、南知多町、美
浜町、碧南市、西尾市、豊田市、みよし市、新城市、豊橋市、豊川市、蒲郡市

合計 104,610      



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．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

追加的総業務量（総時間）

参加者数 -        人 人

-      

法人募集型実施形態 自治体参加型

人日年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数 -        

-      

対象人員数

人日

13,997            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

46      

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

54      30,029            

対象人員数
（報酬引上げ）

10      



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

千円

チェック項目

-

16%

千円

-69,151           18,461             千円

前年度差

-59,371           

千円

千円

積増し相当分

千円

87,612             

175,561           千円

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

386                

交付金相当分 103,043          

千円

18,461            

84,582            

①都道府県の消費者行政予算

千円

平成24年度 平成25年度

116,190           

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

227,639           

千円

千円

千円

千円千円 226,942           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-

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 -                    

103,043           

千円-                    

216,382           千円 24%

315,588           千円 324,671           9,083              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

-

-104,256         -

千円 -

千円

-                    

-

-千円千円

千円

千円

27%

-113,339         

千円

千円

-697               

-                  千円

-千円

-44,188           

-44,885           

千円

千円

千円

千円

千円

9,780              

千円

356,409           

427,714           531,970           

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

千円

84,582             128,770           

97,729             87,949             

千円 311,524           



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

うち都道府県

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

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25年度末時点）

-                     

-                     

-                     

-                     

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

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

千円

千円

％

％

％



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費 94,891             千円

①都道府県の消費者行政予算 94,891             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

327,366           千円

千円

千円

千円

232,475           千円

2,838               千円97,729             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

427,714           

103,043           

100,348           

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）対象経費 千円

311,524           

84,582             

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

226,942           うち基金（交付金相当分）対象外経費 232,475           千円

79,049             

-5,533             千円

千円

21,299             

平成20年度 平成25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 千円

千円

千円

116,190           

18,461             

千円-2,695             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 327,366           千円 千円324,671           



千円

386                                  千円

456                                  

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

785                                  千円

千円

716,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

1                                     千円

103,043                            千円

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 234,756                            

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 132,498                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 30,000                              

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

841                                  

千円

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

３．基金の管理

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

37       人

37       

36       相談員総数

相談員数

相談員数

36       

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

③就労環境の向上

市町村支援のためのスキルアップ、資質向上等のため、国民生活センター等の研修により多
くの相談員を参加させる。

④その他

処遇改善の取組

○

平成24年度末うち委託等の相談員

平成24年度末

平成24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

具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末


