
都道府県コード ０８０００４

平成 年度25

茨城県 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

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

①参加者総数

50                         

5,170                     

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

③参加自治体

247,740                                                          

305,422                                                          

法人募集型

自治体参加型

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

1,709                          

105,005                      63,491                        

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

3,461                          

28,587                        

管内全体の研修参加

50%

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

都道府県予算

消費者行政予算総額

192,920                                                          

-                                

合計 247,740                  96,691                        

498,342                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

151,049                      

168,496                  

-                                

2,666                          

7,695                     

-                           

31,253                   

7,695                          

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

-                                

13,996                        21,130                        

-                                

事業計画【総括表】

合計

-                           

35,126                   

平成 25 年度 茨城県

事業名



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）

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）

消費者教育、啓発による消費者被害の未然防止
食の安全安心の確保、農産物等の風評被害の払拭等

事業者指導員・消費者教育啓発員の報酬、共済費、報償、交通費等

市町村支援員のの報酬、共済費、報償、交通費等
市町村助言に係る弁護士等の手数料

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）

市町村支援員による市町村巡回指導等の実施 906            906             専門相談用消耗品、市町村支援員旅費、レンタカー使用料等

調査旅費、弁護士手数料、レンタカー使用料、車両購入費等

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

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）

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

市販食品等の試買検査及び学校給食等の放射性物質検査の実施

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

1,096         

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） 相談員を対象とした専門分野別研修会、事例検討会の開催

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 相談員等の研修会への参加支援

事業者指導体制の強化 3,954         3,385           

59,200        59,200         

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

21,130        21,130         

基金（交付金
相当分）
対象経費

7,695           

2,666           

事業経費

1,096           

613             

11,648        

事業名

市町村支援員の配置
弁護士等と連携した法的助言、専門相談体制の整備

事業者指導員、消費者教育推進員の配置

613            

96,691        合計

対象経費

講師謝金、講師旅費、資料印刷費、通信費等

事業の概要

ゲルマニウム半導体検出器の整備
放射性物質検査機器のメンテナンス費用等

7,884         

106,431      

講師謝金、講師旅費、啓発用消耗品・印刷費、通信費、広告費、
委託料等

旅費、負担金、教材費等



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

（既存）

（強化）

（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）

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）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の
新規分も対象。

（既存）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

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）

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

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）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

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

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

なし

（強化）

学校給食用食材、市販食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全心を確保する。

事業者指導員（2名）、消費者教育啓発員（1名）を配置する。

なし

相談員が随時弁護士から相談を受けられる体制の整備、弁護士・建築士と連携した専門相談、市町村支援員の配置等により市町村を支援する。

一般・若者を対象とした出前講座の実施

消費生活相談員等養成講座の開催、年齢等に応じた消費者教育講師の派遣、ラジオによる消費者への啓発、消費者被防止キャンペーンの開催等に
より消費者の問題解決力を高める。

なし

相談員の専門知識、相談対応能力向上を図るため、専門分野別研修、事例検討会等を開催する。

国民生活センターの研修参加を支援。

相談員、市町村支援員の資質向上を図るため、国民生活センター等の研修参加回数を増加させる。

消費生活相談員の配置。

なし

事業者指導専門職員（4名）を配置し、事業者に対する監視、指導体制を強化する。

なし

市町村支援員を配置し、市町村相からの電話相談、巡回指導等により市町村相談体制を支援する。



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

人 千円 人 千円3       7,884            

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）

3       

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

4,176             

年間研修総日数 人日 人日

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

3      

追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人

年間実地研修受入総日数

7,869           

追加的総業務量（総時間）

3      4,176           

対象人員数計



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

ひたちなか市 126             

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）

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、
常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、
つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、
筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、
鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、
大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

概要

消費者の利便性向上、個人情報保護等に係る相談環境
の整備

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 日立市、下妻市、常陸太田市、つくば市、城里町、大子町 4,256          4,241          

弁護士等と連携した専門相談等への対応強化
日立市、土浦市、石岡市、結城市、下妻市、取手市、神栖市、
つくばみらい市、小美玉市 1,687          1,687          ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

水戸市、土浦市、古河市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常陸太田市、
笠間市、取手市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、
常陸大宮市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、
つくばみらい市、小美玉市、大洗町、大子町、美浦村

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

拡充強化した相談員の人件費等

相談員の研修会等への参加支援3,335          

3,512          

126             相談員研修会の開催

8,068          

-                -                

8,068          

-                

食品等の放射性物質検査の実施

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、
常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、鹿嶋市、守谷市、
筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、
鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、
大子町、美浦村、阿見町、河内町、利根町

102,002       

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

101,493       

3,512          

-                

-                -                

-                

水戸市、古河市、結城市、高萩市、笠間市、守谷市、筑西市、神栖市、
小美玉市

水戸市、日立市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、高萩市、北茨城市、
取手市、牛久市、鹿嶋市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、
かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、
大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、
五霞町、境町、利根町

58,311         

消費者教育（出前講座等）・啓発の充実強化、食の安全
安心の確保、農産物等の風評被害の払拭等

28,587         

3,497          

消費者団体等への支援及び連携・協働

151,049      

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）

-                

合計 181,459      



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

49      57,201            

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

人日

36,650            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

47      

人

法人募集型実施形態 自治体参加型

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



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

-                     千円 -                     

151,049           51,143             

96,229             83,961             

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 247,740          

千円

96,691            

151,049          

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

平成24年度 平成25年度

498,342           341,813           

積増し相当分

千円

43,760             

-                     

千円

214,092           

127,721           千円 192,920           

千円 305,422           

50%

千円

49%

152,837           

千円

千円

-8,576            

-                    千円

-千円

99,906            

91,330             

千円

千円

千円

千円

千円

12,268            

チェック項目

-

50%

-

-

156,529           -

千円 -

千円

147                

-

-千円千円

千円

千円

千円

52,931            96,691             千円

前年度差

65,199             

246,910           千円 250,602           3,692              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

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 147                

千円

千円 147                

247,740           

千円-                    

94,903            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）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

162,949           

千円 147                 

千円

千円

千円千円 154,373           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

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

-                     

250,602           

96,229             

154,373           

-                     

-                     

-                     

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25年度末時点）

49.7128478

千円

千円

％

％

％49.45583488

50.11973875

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



２－３．消費者行政予算について③

128,288           

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 6,582               千円

千円

千円

192,920           

96,691             

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

305,422           

151,049           

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

154,373           うち基金（交付金相当分）対象外経費 121,174           千円

184,248           

33,199             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 35,022             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 185,806           千円 千円250,602           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 28,440             

千円

千円

498,342           

247,740           

312,536           

千円

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

185,806           千円

千円

千円

千円

121,174           千円

64,796             

31,597             千円96,229             うち基金（交付金相当分）対象外経費 64,632             千円

①都道府県の消費者行政予算 64,632             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

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

３．基金の管理

平成25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24年度末うち委託等の相談員

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

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

③就労環境の向上

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） 200,984                            

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 3,208                               千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

千円

相談員数

10       

9        相談員総数

相談員数

相談員数

9        

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 人

10       人

-                                     千円

-                                     

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）

964                                  千円

千円

513,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

247,740                            千円

平成25年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）交付予定
額

49,000                              千円



【事業計画】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 77,873

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 29,885

　②東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 47,988

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 69,118

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 21,130

　⑤東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 47,988

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 8,755

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 8,755

　⑧東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

備考

事業者指導用車両購入 3 6 事業者指導用の車両を整備し、震災等に関係した悪質業者の指導に活用する。 1,988

いばらき食彩の里推進事業 3 6
県北地域の食材を使用した料理コンテスト等を実施し、震災による農産物等の風
評被害を払拭する。

5,200

食の安全業務用車両購入 3 6 食の安全業務用の車両を整備し、リスクコミュニケーション等に活用する。 1,988

放射性物質検査機器整備事業 1 1 放射性物質検査機器（Ge)を整備し、市販食品等の試買検査を実施する。 20,972

リスクコミュニケーション推進事
業

3 6 食の安全安心に関する意見交換会を県内各地で開催する。 1,487

いばらき農産物販売力強化事
業

3 6
首都圏量販店で茨城フェアを開催し、震災による農産物等の風評被害を払拭す
る。

17,325

茨城をたべよう収穫祭開催事業 3 6 県内農産物等の収穫祭を開催し、震災による農産物等の風評被害を払拭する。 20,000

学校給食衛生管理強化事業 1 1 学校給食用食材の放射性物質検査を実施する。 158

計 69,118

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 300 水戸市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 300 土浦市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 600 古河市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 456 結城市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 360 龍ヶ崎市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 332 下妻市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 315 常陸太田市

放射性物質検査事業 1 6 食品等の放射性物質検査を実施する。 315 高萩市

放射性物質検査事業 1 6 食品等の放射性物質検査を実施する。 472 北茨城市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 200 笠間市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 900 取手市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 370 つくば市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 250 ひたちなか市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 158 鹿嶋市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 160 潮来市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 250 守谷市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 315 常陸大宮市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 180 筑西市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 250 稲敷市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 472 かすみがうら市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 200 桜川市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 600 つくばみらい市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 200 小美玉市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 250 大洗町

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 300 大子町

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施する。 250 美浦村

計 8,755

注2　地方消費者行政活性化基金管理運営要領別紙に掲げる事業メニューの番号（以下）を記載。

　　　　１　消費生活相談機能整備・強化事業

　　　　２　消費生活相談員養成事業

　　　　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

　　　　５　市町村の基礎的な取組に対する支援事業

　　　　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

　　　　７　消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

平成25年度地方消費者行政活性化交付金（特別会計）による事業（都道府県及び市区町村）

注1食品等の放射性物質検査等に係る事業は「１」、東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業は「２」、その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業は「３」を記載。
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