
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）

２．消費者行政決算見込み額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

管内市町村決算(見込み)

合計

都道府県決算(見込み)

940,673

都道府県 市町村 合計

6,822

４消費生活相談体制整備事業

6,822

0

1,531 3,283３消費生活相談員等レベルアップ事業

0

事業名

77,703

１消費生活センター機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

31.7 ％

％

91,730

1,475

110,213

1,752

127,467 170,360 297,827

0 0 0

176,034

取崩し割合(先駆的事業対象経費を除く。)

基金取崩し額(先駆的事業対象経費を除く 297,827

31.731.7

２消費生活相談員養成事業

取崩し割合

197,344

743,329

297,827

５市町村の基礎的な取組に対する支援事業 1,475 0

基金取崩し額

７消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

消費者行政決算総額（見込み）

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

32,510

31.7                        

84,304

別　紙



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．消費生活相談体制整備事業

人

71 人

人

43 人

人 千円

人 千円

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

24,785

県 10

横浜市、川崎市、鎌倉市

人時間／年

管内市町村

18,051

管内全体の研修参加・受入（実績）

人人

人日

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

人

人日

人日

事業実施自治体

県

人

人日

19

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

対象人員数計

32,510

管内市町村 71

県

77,703

追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

19

追加的総業務量（総時間）



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）

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)

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)

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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）

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

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

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

合計

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)

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・強化が対象。

1,631

32,510

1,726

353

150,460150,460

専門知識を必要とする相談事例について弁護士の活用、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研究、市町村への県相談員の派遣、商品テストの充実

改正景品表示法の内容を周知するためのリーフレットの作成、事業者指導用執務参考図書の購入

事業計画

事業経費

1,868

698 698

1,475

34,399

224

基金（交付
金相当分）
対象経費

34,399

1,868 県内の相談員等のレベルアップのための研修の開催

32,510

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

食品表示・安全分野の専門家の配置や研修の実施、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、消費生活出前講座の実施、インターネット被害未然防止体験
講座の実施、消費者教育映像ＤＶＤの作成、障害者向け及び小学生の保護者向け消費者教育資料の作
成、交通広告等を活用した広報の実施、消費者週間キャンペーン事業の実施、県内主要駅でのポスター
掲示、高齢者の被害未然防止対策事業、ホームページのコンテンツ充実、住宅の工事・建築トラブルの
相談体制の強化、多重債務者予備軍を含めた生活再建支援相談実施、県及び市町村の消費生活相談
員、行政職員に加え、消費者問題に取り組む団体等に、オンデマンド配信によるeラーニング研修を実
施。

103,806

7,610
県民提案による事業実施、多様な主体の連携・協働を目指した消費者教育シンポジウムの実施、事業者
団体との懇談会の開催

4,964 4,964

103,806

127,467 127,467

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）

事業の実績

基金（交付
金相当分）
対象経費

事業経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

224

7,610

86,542 86,542

1,631

353

1,726

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

1,475

121121

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

事業強化・機能強化の成果

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

法律的解釈を要する相談に対応するため、弁護士からアドバイスを受け
た。
クリーニングに関する相談について技術士からアドバイスを受けた。
金融・保険、運輸・通信、安全・安心、相談対応の四つの専門分野別グ
ループの事例研究会を開催し、専門家の助言を踏まえてグループ毎に報
告書をまとめて市町村に情報提供した。
実務経験豊かな県の消費生活相談員を市町村に派遣し、相談対応や困
難な事案の解決等に関して助言等を行った。
ヘアドライヤーの商品テストの実施。

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）

事業名 対象経費（実績）

・ 弁護士への謝金
・ 技術専門アドバイザーへの謝金
・ 商品テスト実施にあたっての委託費

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

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・強化が対象。

　非常勤職員報酬、社会保険料

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1人を増員し、相談体制及び事業者指導執
行体制の充実・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２名を増員した。

・ 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

研修参加のための旅費、受講料を追加することで、延べ32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。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

県及び市町村の相談員等を対象とした研修を41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
・県及び市町村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、消費生活相談におけるあっせんの意義や消費生活相談
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)

・ 県及び市町村消費生活相談員レベルアップ研修 8テーマを２回実施(大学教授等
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 10回(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、弁護士等講師謝金)



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）

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）

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)

くらしの中に存在する様々な課題の解決に向けて、消費者団体・グループ
が行う消費生活に関する自主的な事業を支援
消費者市民としての自らの行動を考えるきっかけづくりの場としてシンポジ
ウムを開催し、基調講演、実践活動事例の紹介、パネルディスカッションを
行った。
県・市町村の消費生活センター等の職員と携帯電話事業者、クレジット
カード会社、ケーブルテレビ事業者との懇談会を開催。

事業者向けのリーフレット作成経費（印刷製本費）、事業者指導用執務参考図書の購
入費

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24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２回）
消費者が正しい知識に基づく適切な判断と選択ができるよう消費者向けの
食の安全・安心に関する知識を深める講座を実施した。
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）
地域の団体・グループ等の開催する会合や学習会等に講師を派遣し、消
費者被害未然防止を図る出前講座を実施した。（全104回、参加者延べ
5,738人）
インターネット被害未然防止講座を開催した。（参加者募集講座　20回384
人、出前講座35回3,331人）
インターネット被害未然防止用のＤＶＤ教材を作成し、中学校・高等学校等
に配布。
ラッピングバス・電車内映像・バス車内映像、映画館や街頭ビジョンでの啓
発映像の放映により、消費者が日常生活の中で遭遇する、商品購入や
サービスの利用に関するトラブルについて注意喚起を実施（ラッピングバ
ス・バス車内映像６ヶ月、電車内映像　２週間、電車内窓上広告　１ヶ月）
消費者被害未然防止キャンペーンの実施（横浜駅前）
県ホームページに製品事故等に関する事例を紹介するページを追加作成
小学生の保護者を対象にインターネットトラブルに係る消費者被害を未然
に防止するための啓発資料を100,000部作成
障害者を対象に消費者トラブルにあわないための啓発資料を45,000部作
成
被害の多い高齢者を対象に啓発グッズを作成し、高齢者世帯等に配布。
建築士を工事・建築トラブルの現地に派遣し調査を依頼
多重債務者等、生活再建が必要な人を支援するため、生活支援相談を実
施。
県及び市町村の消費生活相談員、行政職員に加え、消費者問題に取り組
む団体等に、オンデマンド配信によるeラーニング研修を実施。

・ 食品表示・安全分野専門家に対する謝金
・ 食品表示・安全分野研修開催経費（講師謝金）
・ 食の安全・安心に関する知識を深める講座開催のための委託費
・ 消費者力アップ講座業務委託料、会場使用料
・ 消費生活出前講座講師謝金
・ インターネット被害未然防止講座業務委託費
・ インターネット被害未然防止用教材作成委託費
・ 消費者被害未然防止を啓発するためのラッピングバス・バス車内広告・電車内映像
メディア・電車内窓上広告に係る経費
・ 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）
・ ホームページのコンテンツ充実に係る経費
・ 小学生の保護者を対象とした消費者教育資料作成経費（印刷製本費）
・ 障害者向け消費者教育資料作成経費（印刷製本費）
・ 高齢者の消費者被害の防止を図る啓発用グッズ購入費
・ 住宅工事・建築トラブルアドバイス事業経費（一級建築士への謝金）
・ 生活再建支援相談業務委託費
・ 消費生活相談ｅラーニング研修委託費

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)

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）

消費生活条例に基づく不当な取引行為の内容を紹介する事業者向けの
パンフレットを作成
事業者に向けて改正景品表示法の内容を周知するチラシの作成

消費者団体・グループが行う消費生活に関する啓発事業や調査・研究事業を支援
（委託費）
消費者教育シンポジウムの開催経費（講師謝金、会場使用料）
事業者団体との懇談会開催経費（食糧費）

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）

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）

研修参加・受入要望 研修参加・受入

実績

基金（交付
金相当分）
対象経費計

参加者数

実施市町村

3,109 3,109⑬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消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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）

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）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

3,048

⑧消費生活相談体制整備事業

合計

3,048

232,323180,350

事業経費

実施形態

1,345

0

5,877

人日

人

年間研修総日数人日年間研修総日数
法人募集型

基金（交付
金相当分）
対象経費計

事業経費

事業の実績

人

事業名

実地研修受入希望人数

5,877

767

764

3,756

81,256

1,065

77,703

8141,110

89 089

9452,622

242,092 170,360

81,56788,749

135,916

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

実地研修受入人数

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、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

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

参加希望者数

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

135,682

89,467

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

5,888

横浜市、平塚市

横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、三浦市、座間市

78,257

年間研修総日数

1,180

2,083

4,055

事業計画

自治体参加型

事業計画

人

年間研修総日数 人日人日

人

横浜市



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

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消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

消費生活推進員の地域に向けた情報発信を支援することにより、地域社会における消費者問題解決力を強化することができた。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

相談員対象の法律知識研修、事例研究等の研修を実施することにより、相談員等の知識向上を図るとともに高度な専門相談への対応強化が図られた

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）

うち管内の市町村合計 千円170,360

0 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計

積増し相当分

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）

千円交付金相当分

うち都道府県

297,827

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）
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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

127,467 千円

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）

事業・機能強化の成果の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 建築士協会等専門機関への原因究明の外部委託、食品の放射性物質検査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・安全に関する講演会の開催、出前講座の実施、多重債務特別相談や住宅リフォーム契約特別相談の実施、学校への啓発用教材の配布、民生委員
等を対象とした研修会の開催、職域向け消費者問題講座の実施、啓発用グッズ・資料の作成・配布、等の実施により消費者の安全・安心の確保に努めた。



11．消費者行政決算見込み額

千円

千円

千円

千円

千円

うち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

11-2. 消費者行政決算見込み額

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(今年度末時点） - 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) -

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）

-23,345 千円

対前年度差

70,729

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

うち交付金相当分取崩対象経費

千円

-千円

297,827

千円

186,543

千円

762,048 千円

0

69,877

千円

73,592 -千円 77,703 千円

-

--

千円

千円

312,235

300,394 千円

- 千円

千円-

-852

千円

-13,616 千円

-27,656 千円

千円

千円

千円

0

千円

-18,719

65,344

千円

うち交付金相当分取崩対象外経費

今年度の基金取崩し額（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）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

173,830 千円

1,191,300

321

千円

297,827

設置当初の基金残高（交付金相当分）

-22,493 千円

要確認

-42,064 千円

-14,408 千円

8,085 千円

-26,804 千円

千円

チェック項目

-

0.65

OK

-

0.23

-

-

0.32うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円

千円

32,738 千円 32,510

千円

743,329

0

今年度平成20年度

うち交付金相当分取崩対象経費

940,673

0

千円

0

千円670,502 千円 642,846

千円

千円

千円

％

69,877

572,969

千円

千円

127,467 千円

220,689 千円 197,344

前年度

千円

千円

83,493

対平成20年度差

113,851 千円

0

83,493

556,786

556,786

640,279

千円

982,737③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額

千円

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

千円

①都道府県の消費者行政決算見込み額

うち交付金相当分取崩対象外経費

149,960

千円

162,275 170,360

599,773

千円

16,183 千円

110,213 千円

うち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

572,969

-

2,567 千円

106,330 千円

-

今年度の基金上積額（交付金相当分） 189,020 千円

640,279

％

千円

642,846

64.59127209

22.91851926

31.66105544

0 千円 0

千円

％

前年度末の基金残高（交付金相当分）

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等



13．都道府県の消費生活相談窓口

14．今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．今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）

人

人

人

人

人

人

14

14 今年度末実績 相談員総数 14

相談員総数相談員総数

人

うち常勤職員の相談員

うち非常勤の相談員

①報酬の向上

前年度末 相談員総数

前年度末 相談員総数

うち委託先職員等の相談員 人 今年度末実績 相談員総数

処遇改善の取組 具体的内容

うち常勤職員の相談員 前年度末 今年度末実績 相談員総数

消費生活相談員の配置

消費生活相談員の配置

前年度末

今年度の基金運用収入（積み増し相当分）

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

千円

今年度の基金取崩し額（積み増し相当分）

今年度末の基金残高（積み増し相当分）

千円

今年度末実績

前年度末 相談員総数

今年度の基金上積額（積み増し相当分） 千円

人

④その他

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

○

鎌倉市：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
　　　　 　統括相談員の日額報酬増額

(実施市町村)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

④その他

②研修参加支援

人

○

人

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

前年度末 139

人

今年度末実績 相談員総数 140

人 今年度末実績 相談員総数 53うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 52

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 87 人 今年度末実績 相談員総数 87

相談員総数

相談員総数

人人 今年度末実績

千円

千円

千円

相談員総数 14


	別紙(記載内容加工）

