
都道府県コード 140007

平成 年度26

神奈川県 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

↑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

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

8,060                   

202,469                

平成 26 年度 神奈川県

事業名

-                                

合計

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

-                                

8,060                          

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

34,399                        78,257                        

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

都道府県

788,940                                                          

178,847                      

1,726                          1,726                   

-                                -                                -                         

-                         

4,396                   2,221                          

329,307                150,460                      

1,014,777                                                       

112,114                      

112,656                

2,175                          

消費者行政予算総額

225,837                                                          

-                                

合計

①参加者総数

法人募集型

329,307                                                          

管内全体の研修参加

32%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                                                   

32                       

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合

自治体参加型

基金取崩し額

32%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業対象経費

①参加者総数

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

90,355                        

32                       



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）

対象経費

講師謝金、会場使用料、教材費等

事業の概要
交付金相当分

対象経費

1,726             

34,399           

事業経費

1,868             

353                

1,726          

事業名

専門知識を必要とする相談事例について、弁護士、司
法書士及び技術士の活用、市町村への情報提供のた
め、センターの専門分野別グループで事例を研究、市
町村への県相談員派遣、商品テストの充実

相談体制強化に伴う消費生活相談員等の増員・勤務時
間の増

353            

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

1,868          

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） 県内の相談員等のレベルアップのための研修開催

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

34,399        

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

食品表示適正化の周知徹底 698            698                

103,806      103,806          

県の消費生活相談員等国民生活センター等で実施する
研修への参加支援

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

専門家への謝金、旅費、講座･会議開催費（講師謝金、会場使
用料、教材費等）、委託費、広告費、ポスター作成・掲載費、各
種啓発資料作成代、その他消耗品費等

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26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

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 150,460     150,460         

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

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）

県民提案による事業、多様な主体の連携･協働をめざし
た消費者教育シンポジウム、事業者団体との懇談会・協
議会の実施

7,610          7,610             

受講料、旅費

委託費、謝金、会場使用料

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）

食品表示・安全分野における専門家配置や研修実施、
食の安全安心を図るための講座の開催。消費者力アッ
プ及び人材育成のための講座の開催、出前講座の実
施、インターネット被害の啓発講座開催、啓発資料作
成、消費者教育映像DVD作成、関東ブロック悪質商法
未然防止キャンペーン事業、若者向け消費者被害未然
防止事業、高齢者の消費者被害未然防止対策事業、
消費者週間キャンペーン事業、県警との連携事業、
ホームページのコンテンツ充実、障害者向け消費者教
育資料作成、保護者向け消費者教育資料作成、消費生
活相談情報充実、住宅の工事・建築トラブルの相談体
制強化、消費者教育推進法に対応した審議会の充実、
生活支援相談の実施等

報酬、賃金、社会保険料

謝金、旅費、委託費

講師謝金、会場使用料、印刷製本費、

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（先駆的事業）
⑮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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

週１日食品表示・安全分野等の専門家を配置、食品等の講座の開催、消費者力アップ講座の開催、出前講座の開催、インターネット被害
未然防止講座の実施、啓発用リーフレット等の作成(21年度)、消費者教育教材(映像DVD等)の作成(22年度)、関東ブロック悪質商法未然
防止キャンペーン事業充実強化、若者向け消費者被害未然防止事業、高齢者の消費者被害未然防止対策事業、消費者週間キャンペー
ン事業充実強化、県警との連携事業(21年度)、ホームページのコンテンツ充実(22年度)、障害者向け消費者教育資料作成(22年度)、保護
者向け消費者教育資料作成(26年度)、消費生活相談業務に係る解説冊子の作成(21年度)、住宅工事・建築事業者指導のための専門家
派遣・助言、消費生活審議会の充実(22年度)、生活支援相談の実施(相談窓口設置・特別相談会開催・研修会開催)、市町村での「生活支
援」相談体制整備サポートのため専門家派遣(22年度)等

県民提案による啓発等事業の実施(22年度)、消費者教育シンポジウムの開催(26年度)、県・市町村の消費生活センター等の職員と事業者
との情報交換会、事業者向け研修会の実施(21年度)等

なし

食品表示適性化の周知徹底(21年度)

消費生活相談員10人･週20時間勤務、事業者指導担当非常勤職員１人

消費生活相談員14人・週29時間勤務(21年度)、事業者指導担当非常勤職員2人(21年度)、消費者教育・啓発強化担当非常勤職員2人(22
年度、24年度)、消費者啓発･活性化事業企画及び市町村補助執行体制強化非常勤職員1人(22年度)、消費生活相談情報データベース
登録等非常勤職員１人(22年度)

専門相談（法律相談・技術相談）、特別相談の実施、商品テスト１回実施

自動車、クリーニング、化学製品等特定商品について専門家からアドバイスを受けられるよう充実(21年度)、専門相談のうち法律相談を拡
充(22年度)、事例研究アドバイス事業(26年度)、市町村窓口高度化アドバイス事業(26年度)、商品テスト１回追加実施

消費者啓発資料の作成、地域消費生活フォーラムの開催、消費者被害未然防止講座の開催、消費生活アカデミーの開催、学校における
消費者教育推進のため協議会の開催・教員研修会の実施、高齢者・障害者等見守り出前講座の実施、消費者月間キャンペーンの実施

県警本部所管課との連絡会議、弁護士会との連絡会議の実施

管内の新人相談員に対する受入研修・指導員派遣研修、概論研修５回、専門研修１６回

研修機会を充実するため、県及び市町村の相談員（一般職員を含む）を対象とした研修を約４０回追加(21年度)

相談員について国民生活センター１人につき年１回、日本消費者協会開催に１人分など延べ２１人分実施

延べ約４０人分追加実施(21年度)

（既存）

（既存）

（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

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

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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・機能事業名

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）

（強化）

（既存）

⑮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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）
※被災４県のみ （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は26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）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）



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

６．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計

19     34,399              

追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

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）

法人募集型実施形態

年間研修総日数 人日 人日

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）

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型

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）

19     

実地研修受入人数参加者数

13,532              



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）

モデル事業実施、消費生活推進員活動事例集作成
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
（先進性・モデル性の高い事業）

横浜市

合計 240,589      

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

3,109           3,109           

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）
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
（先駆的事業）

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）

135,682       

消費者被害防止のための啓発、交通機関各種媒体活用
による啓発、消費生活推進員対象専門研修、民生委員
等研修、特別相談会、食の安全に係る講座、出前講座
の実施、消費生活講座の充実・強化、被災地産品応援
フェア開催、展示室用図書購入、消費者被害防止のた
めの広報、啓発用グッズ・資料の作成・配布

78,257         

87,964         87,246         

消費生活審議会被害救済部会開催

1,180           

相談体制の充実・強化に伴う消費生活相談員の増員・勤
務時間の増、職員の時間外勤務

相談員の県主催の研修・国の研修への参加支援、担当
職員の研修への参加支援

1,110           

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

1,065           
相談員等対象の法律知識研修、知識向上を図るための
研修、専門家による研修等の実施

2,083           2,622           

弁護士等による相談員への指導・助言

89               

商品テスト検体購入、クリーニング関係等の検査委託、
食品の放射性物質検査事業の委託

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
交付金相当
分対象経費

計

89               

概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

横浜市,川崎市,相模原市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ
崎市,秦野市,厚木市,大和市,

5,888           5,888           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）

横浜市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,三浦
市,座間市

4,055           

横浜市,川崎市,平塚市

相模原市④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

横浜市,川崎市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉
市,藤沢市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木
市,大和市,伊勢原市,座間市,寒川町,大磯町,二宮
町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,真鶴町

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）

相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田
原市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,伊勢原市,南
足柄市,綾瀬市,葉山町,大磯町,二宮町,松田町,山
北町

横浜市,川崎市,平塚市,鎌倉市,小田原市,三浦市,
秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,南足柄市

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

178,847      



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

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

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

71      78,257            

対象人員数
（報酬引上げ）

43      

人日

24,927            

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）

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

人

64      

年間研修総日数

人



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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

千円 -

千円 67%

-

0 千円 -

千円 -

千円 23%

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 32%

-

0 千円 -

千円 -                    

-

-

--                    

千円

千円

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

325,378          

うち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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

329,307          

-28,739          

-                    

718,138          千円 685,470          -32,668          うち交付金相当分取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

67%

-

-

-

千円 -

千円

-                    

-

-

-31,484          

千円

233,206           千円 225,837           

千円 788,940           

32%

千円

23%

3,929              

千円

-                    千円

-千円

10,114            

-21,370           

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-1,184            千円

千円

積増し相当分

千円

156,645           

千円

810,310           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち交付金相当分対象外経費

150,460           千円

1,043,516        

168,733           

75,377             76,561             千円

610,093           641,577           

千円

前年度差

-7,369             

前年度 今年度

千円

千円

-6,185            千円

178,847           

1,014,777        

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 329,307           

千円

150,460           

178,847           

①都道府県の消費者行政予算



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた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（前年度末時点）

32                  

千円

千円

％

-                     

-                     

％

％23                   

67                   

-                     

685,470           

75,377             

610,093           

-                     

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

32                  ％

67                   ％

23                   ％



２－３．消費者行政予算について③

75,377             うち交付金相当分対象外経費 千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 78,257             

千円

千円

1,014,777         

329,307           

1,014,777         

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 112,656           千円

うち交付金相当分対象外経費 -                     千円 千円685,470           

うち交付金相当分対象経費 千円

788,940           

178,847           

千円

うち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

225,837           

平成20年度 今年度

千円

千円

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 34,399             千円

千円

千円

225,837           

150,460           

千円

千円

685,470           

610,093           うち交付金相当分対象外経費 千円

うち交付金相当分対象経費

75,377             

788,940           

610,093           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

千円

今年度の基金上積額（交付金相当分） 189,100                            千円

人

21,153                             千円

千円

人

-                                     千円

-                                     

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

947                                  千円

千円

1,191,300                         設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

14      

14      

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

14      相談員総数

相談員数

相談員数

14      

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

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

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 160,413                            

329,307                            千円

④その他

処遇改善の取組

前年度末うち委託等の相談員

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

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

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

前年度末

３．基金の管理



別添

自治体名 神奈川県

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

食の安全･安心講座 ①
消費者の食の安全・安心を図るための講座を開催

6,019 無

消費者力アップ講座 ①
消費者トラブルに遭わない知識、情報の習得や地域で活躍す
る人材養成のための連続講座を開催 5,400 無

インターネット被害未然防止講座 ①
パソコンやスマートフォンなどによる危険なサイトへのアクセスを
参加者に疑似体験させ、インターネット被害の未然防止を図る
講座を開催

6,219 無

関東ブロック悪質商法未然防止
キャンペーン事業

①

関東甲信越の16都県市等で実施している悪質被害の増加、広
域化を踏まえた共同キャンペーン事業として、共同で作成した
ポスターを期間中、電車内や駅において掲示し、被害の拡大防
止を図る。

14,522 無

若者向け消費者被害未然防止事
業

①
若者の消費者被害未然防止のため、電車内や映画館での啓
発映像の上映を夏休み、冬休み期間に集中して実施 14,909 無

高齢者の消費者被害未然防止対
策事業

①
拡大する高齢者の消費者被害未然防止のため、高齢者を対象
とした啓発事業を、高齢者の利用の多いバス広告により実施 14,950 無

かながわ消費者週間キャンペーン
事業

①
10月のかながわ消費者週間を中心に、悪質商法被害の未然防
止を図るため、県民向けの街頭キャンペーン等を実施 6,590 無

県警との連携による悪質商法被害
未然防止事業

①
多発する悪質商法や振り込め詐欺などの被害防止のため、県
警と連携した啓発物品の配付等を実施。 9,500 無

生活再建支援相談事業 ①

多重債務者等生活再建が必要な人を支援するため、生活支援
相談に精通した団体が相談を実施
また、多重債務者等の生活再建支援相談体制を整備する市町
村をサポートするため、債務整理を含めた生活再建のための出
張支援相談を実施

9,170 無

計 87,279

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



別添

自治体名 横浜市

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
センターでの交通機関・マスメディ
ア等各種媒体活用による啓発 ①

・交通広告による啓発　4,424千円
・マスメディア等各種媒体活用啓発　4,634千円 9,058 無

計 9,058

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



別添

自治体名 川崎市

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

食の安全知識普及事業 ①

　消費者が多く集まる商店街のイベント等において、被災地の
生産者による食の安全性を確保するための取組みの紹介や、
放射能などの食に関するパネル展示等を実施するとともに、被
災地産品を販売することで、消費者に対して食に関する適切な
情報を発信し、安全性についての正しい知識の啓発を行う。

6,367 無

計 6367

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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