
基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した活性化事業（交付金相当部分）
（単位：千円）

別　紙

（１）消費生活センター機能強化事業

事業名

（３）消費生活相談員養成事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,988

1,209 1,209

9,800

3,643 3,434 7,077

（５）消費生活相談窓口高度化事業

0

2,167 4,155

1,526 8,274

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

都道府県 市町村 合計

11,374 18,948

0

30,322

（８）消費者教育・啓発活性化事業 91,856 77,065 168,921

21,946

0 0

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 32,442

0

（９）商品テスト強化事業 848 889 1,737

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

75,919 108,361

合計

18,608

162,285 191,243 353,528

3,338

２．消費者行政決算及び今年度の基金取崩し額
（単位：千円）

353,528

33.7%

都道府県決算

管内市町村決算

基金取崩し額

取崩し割合

238,693

810,540

消費者行政決算総額 1,049,233



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数
②年間研修総日数 ②年間研修総日数
③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数
②年間研修総日数 ②年間研修総日数
③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．一元的相談窓口緊急整備事業
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）

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

自治体参加型

法人募集型

事業実施自治体

人
人日

人日
人

人日

人
人日

管内全体の研修参加・受入（実績）
人

人

人

人

人

人 千円

人 千円

32,442

管内市町村 68

県

75,919

拡大）

19

県

県

19 人時間／年17,895

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68管内市町村 人時間／年

対象人員
（報酬引上げ）

事業実施自治体

25,721

管内市町村

対象人員数計 追加的総費用

10

横浜市、川崎市39



５．今年度に都道府県が実施した活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

事業経費

175

13,294 13,294

175

事業の実績

基金（交付金
相当分）対象

経費

11,374 11,374

91 856 91 856

1,813

551

5,248 3,6433,643

消費者力アップのための講座の開催、人材の育成、ミニ出前講座の実施、インターネット被害未
然防止体験講座の実施、ラッピングバス・バス車内広告・タウン誌等による消費生活相談窓口周
知、被害未然防止キャンペーンの実施、県内主要駅でのポスター掲示、県民提案による事業実
施 ホ ムペ ジの充実 高校生向け消費者教育映像ＤＶＤを作成 外国籍県民向けリ フレ101 750

1,806 1,5261,526

5,248
専門家の配置、相談員への研修開催、放射性物質についてのリーフレット作成、米トレーサビリ
ティ法周知用リーフレット印刷及び啓発物品購入

事業計画

事業経費

⑧食品表示・安全機能強化事業

101 750

基金（交付
金相当分）
対象経費

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）

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） 551

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 2,083

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

県内の相談員等のレベルアップのための研修の開催1,813

1,806

2,083

⑨消費者教育 啓発活性化事業

事業名

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業（実績）の概要

県の消費生活相談員等の国民生活センター等で実施する研修への参加支援

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、技術士の活用

県民センター13階を研修室へ改修し、センター機能の充実強化を図るとともに、大判プリンター
を整備し情報提供機能を強化した。

32,442 32,442

18,457

33,766

155 12

330

21,075 21,075 18,457

91,856 91,856

12

施、ホームページの充実、高校生向け消費者教育映像ＤＶＤを作成、外国籍県民向けリーフレッ
トの作成、マンガやイラストを活用したリーフレットの作成、高齢者の消費者被害の防止を図る啓
発用グッズの作成、普及用イラスト集の作成、ヤミ金融被害の未然防止を図るＤＶＤの作成、カナ
フルＴＶを活用し消費者被害防止の啓発を図るテレビ番組を制作し放映。

101,750

580 商品テストの充実848 848

33,766

162,285

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

580

101,750

合計

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

事業者指導の強化のための執行体制の充実・強化。

155

162,285

相談体制強化に伴う消費生活相談員の増員・勤務時間の増

180,638180,638

330 139

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

多重債務者予備軍を含めた生活再建支援相談実施、住宅の工事・建築トラブルへの相談体制
の強化。消費生活相談の手引きの作成。

事業者団体との懇談会の開催

139



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

県及び市町村の相談員等を対象とした研修を38回追加実施した
回数の増に伴い、相談員のニーズに応じた柔軟な研修テーマの設
定ができた
・県消費生活相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修(専門的、広域的相談技術の向
上を目的に、売買契約、請負契約、未成年者契約、賃貸借契約、消
費貸借契約等の事例検討研修を実施した)
・市町村消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修(県内各5地域において、
各地域の実情を踏まえた事例検討を行いながらゼミ形式の研修を実
施した)
・消費生活行政担当職員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修(法令編)(消費生活相談に
必要な民法・消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法の知識に
関する研修を実施した)
・消費生活行政担当職員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修(実務編)(消費生活相談の
役割①情報収集②情報提供③被害救済④制度の是正といった視
点を養成する研修を実施した)

県民センター13階を研修室へ改修し、研修を開催できる場所を整備
した。また、大判プリンターを購入し情報提供機能を強化した。

・ 国民生活センター主催研修等の受講料
・ 研修参加のための旅費

特定分野別のアドバイザ の謝金（弁護士 司法書士 不動産適正取引

研修参加のための旅費、受講料を追加することで、延べ48人が国民
生活ｾﾝﾀｰ等への研修に参加することができた。

保険 金融 不動産等特定分野別に専門家から相談員がアドバイス

・ 県消費生活相談員レベルアップ研修 8回(大学教授講師謝金、書籍購入代)
・ 市町村消費生活相談員等レベルアップ研修 15回(大学教授・弁護士・業界団
体関係者等講師謝金、書籍購入代)
・ 行政担当職員レベルアップ研修(法令編)5回(大学教授講師謝金)
・ 行政担当職員レベルアップ研修(実務編)10回(大学教授講師謝金)

事業名 対象経費（実績）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業強化・機能強化の成果

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

県民センター13階を研修室へ改修するための工事請負費、大判プリンター等の
購入費

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

・ 特定分野別のアドバイザーへの謝金（弁護士 、司法書士、 不動産適正取引
推進機構（職員）
・ 技術専門アドバイザーへの謝金

・ 食品表示・安全分野専門家に対する謝金 12ヶ月分
・ 食品表示・安全分野研修開催経費（講師謝金）
・ 放射性物質についてのリーフレット作成
・ 米トレーサビリティ法周知用リーフレット印刷　等

保険・金融・不動産等特定分野別に専門家から相談員がアドバイス
を受けた。
自動車、クリーニング等について技術士からアドバイスを受けた。

食品表示・安全分野専門家を配置し相談員へのアドバイスを行った
ことで食の分野の知識が深まった。（4月～3月　合計96日）
・県及び県内相談員等への研修を開催し食の分野への理解が深
まった。（全４回）
・放射性物質についてのリーフレットや米トレーサビリティ法周知用
リーフレットを作成し県民への啓発に努めた。

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業



県民が消費生活に関する知識や情報等を習得し、消費生活問題に
関する意識の向上を目指す消費者力アップ講座を開催した。（基礎
講座全６日２回実施、講師養成講座全５日）
自治会等少人数の集まりでも講師を派遣する消費者向けのミニ出前
講座を開催した。（全99回、参加者延べ4,294人）
インターネット被害未然未然防止講座を開催した。（会場設営型　20
回404人、出前講座23回4,104人、イベント会場での体験型展示説明
１回）
ラッピングバスによる消費生活相談窓口の広報（神奈川中央交通
(株)藤沢・綾瀬・茅ヶ崎・平塚・厚木・秦野・伊勢原・大和の各営業所
1台　9ヶ月）
消費者被害未然防止キャンペーンの実施（横浜駅前）
高校生向け消費者教育映像ＤＶＤを作成し、県立高等学校、県立中
等教育学校等へ配布
外国籍県民向けリーフレットを52,000部作成、マンガやイラストを活
用したリーフレット「マネートラブルにかつ！」を20,000部作成、「キミ
の“行動”が社会を変える」を100,000部作成、「スマートフォンの危な
い世界」を480,000部作成した。
高齢者の消費者被害の防止を図るため、消費者ホットライン電話番
号を印刷したホワイトボードマグネットを105,000個作成し、県老人ク
ラブ連合会を通じて配布した。
ヤミ金融被害の未然防止を図るＤＶＤを作成した。
消費者被害防止の啓発を図るテレビ番組を制作し、放映した。

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
服の耐光性、耐洗濯性テスト、傘の商品テスト分析委託⑩商品テスト強化事業

・ 消費者力アップ講座委員謝金（委託先選考委員への謝金）
・ 消費者力アップ講座業務委託料、会場使用料
・ 消費生活ミニ出前講座講師謝金
・ インターネット被害未然防止体験講座業務委託費
・ 消費生活相談窓口の周知のためのラッピングバス及びバス車内広告に係る経
費
・ 被害未然防止キャンペーン実施経費（専門アドバイザーへの謝金、会場設営
委託費、啓発物品購入費、会場使用料）
・ 高校生向け消費者教育映像ＤＶＤ作成業務委託費
・ 外国籍県民向けリーフレット作成業務及びマンガやイラストを活用したリーフ
レット作成業務委託費
・ 高齢者の消費者被害の防止を図る啓発用グッズ購入費
・ 普及用イラスト集作成業務委託費
・ ヤミ金融被害の未然防止を図るＤＶＤ作成業務委託費
・ 消費者被害防止の啓発を図るテレビ番組の制作・放映業務委託費　等

⑨消費者教育・啓発活性化事業

　消費生活相談員について既存10人の勤務時間の増及び4人の増
員並びに事業者指導担当非常勤職員 人増員 普及啓発担当非常

商品テストを追加実施するための委託費

７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

自治体参加型
参加希望者数 人

年間研修総日数

員並びに事業者指導担当非常勤職員1人増員、普及啓発担当非常
勤職員1人増により相談体制及び事業者指導執行体制並びに普及
啓発の充実・強化を図った。また、消費生活相談情報の入力業務を
行うため日々雇用職員1名を増員、消費者啓発・活性化事業の企画
及び市町村補助等執行体制を強化するため日々雇用職員１名を増
員、消費者啓発を強化するため日々雇用職員１名を増員した。

参加者数 人

募集
実地研修受入人数実地研修受入希望人数

人日

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

人

年間研修総日数

事業計画

人

人日

　非常勤職員報酬、社会保険料

実施形態

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
　クレジットカード会社、携帯電話事業者、ソーシャルゲーム事業者との懇談会
開催経費

研修参加・受入要望 研修参加・受入

　県・市町村の消費生活センター等の職員とクレジットカード会社、
携帯電話事業者、ソーシャルゲーム事業者との懇談会を開催した。

実績

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）
　事業者指導に係る参考用図書等の購入、事業者指導担当非常勤職員の旅
費

　事業者指導に係る参考用図書等の購入や悪質事業者に関する消
費者聴取の旅費等に基金を活用することにより、事業者指導の強化
が図られた。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
・ 生活再建相談実施委託費
・ 住宅工事・建築工事トラブルアドバイス事業経費（専門家派遣等の謝金）
・ 消費生活相談の手引き作成に係る原稿執筆料 2名、印刷費

　多重債務者だけでなく、住宅ローンや教育費が家計の負担になっ
ている方などを支援するため、家計管理など生活の立て直し等につ
いて生活支援相談に精通した団体に相談を委託した。
　県内市町村の新任の消費生活行政担当職員及び相談員が消費
者行政の理念を理解し、消費者行政に興味を持って取組んでもらえ
るよう、消費生活相談の手引きを作成し配布した。

法人募集型
実地研修受入人数実地研修受入希望人数

年間研修総日数人日年間研修総日数 人日

人人



８．今年度に管内の市町村が実施した活性化事業の総額（交付金相当分） （単位：千円）

19,913
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ
崎市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市

20,803

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、海老名市

川崎市、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、開成町

9,106

3 434

1,579

1,911

①消費生活センター機能強化事業（新設）

横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 厚木市

21,675

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎
市、三浦市、座間市

3 605 3 434

事業計画

事業名
事業経費

基金（交付金相
当分）対象経費

計
事業経費

基金（交付
金相当分）
対象経費

計

1,911

9,106

3 626

1,254

18,948

1,361

1,255

事業の実績

三浦市、葉山町、寒川町、大磯町、松田町、愛川町 1,227

1,264

1,209

1,264

903

8,274

1,040

8,274

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

実施市町村

276,090

横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢
市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大
和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山
町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北
町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町

77,065

3,434

3,523

77,582

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、厚木市

3,3384,776

75,919

3,813

3,605 3,434

85,558

142,090

209,741

77,871

86,259

1,136

191,243

889

136,028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

253,263

3,626

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,3384,776横浜市、横須賀市、平塚市、厚木市、二宮町



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

技術士会等委託拡充、食品放射性物質検査の委託を実施することにより、商品テスト機能の充実が図られた

食品表示・安全に関する講座・講演会の開催、食品表示・食の安全関連図書の充実により食品表示・安全分野に関する啓発強化が図られた

ラッピングバスや市バス車内広告掲出、センター周知用ホームページの制作委託、地域情報紙へ広告を掲載することにより消費生活センターの周知
が図られた

⑨消費生活相談窓口高度化事業

地元情報紙タウンニュースに相談窓口の広告を掲載することにより相談窓口の周知が図られた

中学校の技術・家庭科の授業等で活用できる教材の作成・配布、消費者被害防止のためのﾁﾗｼ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等による啓発、民生委員等を対象とした講
座の開催、職域向け消費者問題講座の実施、学校への啓発教材配布、住民閲覧用図書の購入、啓発用グッズ・資料の作成・配布、等の実施により
消費者教育・啓発の強化が図られた

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業・機能強化の成果の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナー等による相談員への指導・助言により、複雑化・高度化する相談事案への対応強化が図られた

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業

相談員対象の法律知識研修、相談員の知識向上を図るための研修を実施することにより高度な専門相談への対応強化が図られた

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）
相談員の県主催の研修・国民生活センターが実施する研修への参加支援、担当職員の研修への参加支援により、研修受講機会の拡充が図られると
ともに、レベルアップが図られた。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

相談体制の充実・強化に伴う、消費生活相談員の増員・勤務時間の増等に基金を活用することで、相談体制の強化が図られた

うち管内の市町村合計 千円

千円

千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村の基金

353,528

162,285 千円

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

千円交付金相当分

191,243

0 千円積増し相当分

うち都道府県

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活推進員の地域に向けた情報発信支援、多重債務相談を実施し、地域における消費者問題の解決力を高めた

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
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．消費者行政決算

11-2. 消費者行政決算②
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

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数(平成24年度末時点） - 人

うち都道府県 人

うち管内市町村 人

③定数内の消費者行政担当者の人件費(想定) -千円

千円

千円 353,528

千円

196,428 千円191,243

564,085 619,297

千円 1,049,233

326,003

千円643,454 千円 695,705

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

810,540

千円

千円

969,457

千円

平成24年度

162,285 千円

208,944 千円 238,693

平成23年度

千円

千円 0

千円

0

32,710 千円

52,251 千円

- 千円

千円-

-2,961

千円

千円

50,027 千円

0.34

-

-

-- 千円

千円

-

79,776 千円

27,525 千円

-5,185 千円

55,212 千円

チェック項目

-

0.68

-

-

0.24

-

0

-0 千円 0

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当部分）取崩対象経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費

うち基金（交付金相当分）取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円

0

①都道府県の消費者行政決算

うち基金（交付金相当分）取崩対象外経費 76,408

129,575 千円

79,369 千円

760,513

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

前年度差

29,749 千円

③都道府県全体の消費者行政決算総額

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算総額

千円

うち基金（交付金相当分）取崩対象経費

③定数内の消費者行政担当者の人件費(想定)

うち都道府県 -

うち管内市町村 -

④③を含めた(交付金相当分)取崩対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

⑤消費者行政決算総額に占める(交付金相当分)取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

12．基金の管理（実績）

％

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

％

千円

319,000 千円

平成24年度の基金取崩し額（交付金相当分）

平成24年度の基金運用収入（積増し相当分）

平成24年度末の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

353,528 千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度の基金運用収入（交付金相当分）

千円

436,940 千円

1,191,300

398

平成24年度の基金取崩し額（積増し相当分）

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成23年度末の基金残高（交付金相当分）

千円

83,810 千円

千円

千円

千円

76,408

619,297

695,705

67.9890068

23.5945172

33.693946



13．都道府県の消費生活相談窓口

14．平成24年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

15．管内市町村の消費生活相談窓口

16．平成24年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

処遇改善の取組 具体的内容

相談員総数

②研修参加支援 〇

③就労環境の向上

研修参加回数の増加

倉

④その他

人

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人 平成24年度末実績 相談員総数 142平成23年度末 143

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

平成23年度末

平成23年度末 相談員総数 14 人相談員総数 14人 平成24年度末実績

平成23年度末 相談員総数 14 人

相談員総数 人

平成24年度末実績 相談員総数 14 人

人 平成24年度末実績 相談員総数

人

うち常勤職員の相談員

うち非常勤の相談員

うち委託先職員等の相談員 人 平成24年度末実績 相談員総数平成23年度末 相談員総数

人

人 平成24年度末実績 相談員総数うち常勤職員の相談員 平成23年度末 相談員総数

平成23年度末 相談員総数 42

人

うち非常勤の相談員 平成23年度末 相談員総数 101 人

人

消費生活相談員の配置

人 平成24年度末実績 相談員総数 42うち委託先職員等の相談員

平成24年度末実績 相談員総数 100

○

④その他

○

鎌倉市,藤沢市：相談増加対応に伴う時間外勤務手当相当分を報酬に上乗せして支給

(実施市町村)川崎市,相模原市,横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,逗子市,秦野市,厚木市,伊勢原市,南足柄市,綾瀬市,葉山町
(内容)　県や国民生活センター開催の研修等参加のための旅費、参加費を支援することにより、研修参加機会の拡充を図った

川崎市,厚木市,大和市,座間市：消費生活相談員用参考図書の充実

②研修参加支援

①報酬の向上

③就労環境の向上

○


