
市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

自治体コード 281000

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談員の資質向上のため、相談業務のない日におい

事業名

都道府県名 兵庫県 市町村名 神戸市

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,528

472

　相談員の資質向上のため、相談業務のない日におい
て、ワークショップ形式（4班）で年12回の研修会を実施す
る。ワークショップには必要に応じ弁護士等の専門家を招
請するほか、食品表示110番など他の相談機関等を訪問
する形式の実地研修を開催し、相談員の実践的相談能
力の向上を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

　上記研修及び本市が受講が必要と認める国・地方公共
団体・その他の団体が開催する法令等に関する研修会
や事例研究会、及び消費生活相談に必要なコミュニケー
ション研修等に相談員が参加するために必要な旅費、研
修費、教材費を支援する（延べ760人・回を予定）。

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）

1,528
旅費
研修費・教材費

472
講師謝金
講師旅費
会議費・会場借料



⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 14,700

①神戸コンシューマー・スクール
 消費者問題の専門家育成のため「神戸コンシューマー･
スクール」を開設し、市民講師や消費生活相談員の指導
にあたる「消費生活マスター」を養成する。消費生活に係
る法律･経営など多岐にわたる分野について、市内の大
学などの協力を得て系統的かつ実践的なカリキュラムを
実施する。

②こうべ地産地消サポーターズクラブ
　こうべ地産地消サポーターズクラブを設立し、市民が気
軽に農業に参加し、農作物の生産を自ら体験することに
より、安全･安心な食材への理解を深めるとともに、地産
地消の推進をはかる。

⑭商品テスト強化事業

14,160

①講師謝礼
　 講師旅費
　 講座用教材・図書購入費
　 講座企画委託費（消費者教育支援センター）
　 講座用情報収集経費（日経テレコン委託）
　 講座用パソコン，プリンター購入費
　 講座用机，椅子購入費
　 論文集作成費
　 カリキュラム策定、募集、事務局運営費
　 消費者庁開庁記念フォーラム開催費
　　 （会場借上費，運営費，講師謝礼等）

②収穫イベント
　 広報費
　 事務費
　 講演会

③事業者委託料
　 パソコン，プリンター購入費
 　ネット回線工事費
 　プロ

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（くらしのウォッチャー）
　公募で選ばれた「くらしのウォッチャー」から得られた意
見やアンケート結果により消費者ニーズを収集し，消費者
行政に反映させる。また「神戸市民のくらしをまもる条例」
に規定されている，食品に関する表示事項等の調査を行
うと同時に，条例の市民への周知啓発も行う。

- 18,700           

2,000

くらしのウォッチャー謝礼金
くらしのウォッチャー傷害保険料
説明会参加交通費
手引書作成，説明会開催費用
調査票・アンケート・ウォッチャー証作成費
説明会会場借上料

-18,160              

2,000



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

消費生活相談員としての資質向上に必要な各種研修会等にできるだけ多くの相談員を参加させ その参加に必要な旅費 研修費 教

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

県主催研修など最小限の研修に相談員の自費により参加

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）

（強化）

事業名

（既存）

（既存）

相談員のニーズに応じた専門家・専門機関から、より実践的な知識や経験を習得できるよう、ワークショップ形式や実地形式の研修を開
催する。

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活相談員としての資質向上に必要な各種研修会等にできるだけ多くの相談員を参加させ、その参加に必要な旅費、研修費、教
材費を支援する。

（既存）

（強化）

なし

・神戸コンシューマー･スクールを開講し、消費者問題の専門家を養成する。
・こうべ地産地消サポーターズクラブを設置し、農業体験、農業講演会を通じて地産地消の推進を図る。
・神戸市生活情報センターに寄せられた被害者速報、悪質商法に関する最新情報などを、登録者の携帯電話等に配信することにより、
迅速な情報提供を行い、安全・安心な消費生活を実現しようとするものである。その他，悪質商法対策啓発資料を作成する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）
⑯ 元的相談窓口緊急整備事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人

（強化） 市民による条例監視や，消費者意見の情報を吸い上げる仕組みを作り消費者行政への市民意見の反映を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

参加者数

実施形態

法人募集型

実地研修受入人数 人

（強化）

（既存）

なし

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

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）
（既存）

（強化）

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

143,189

人日

人時間／年

千円前年度差 -4,764         125,029       うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円18,160         

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 千円

年間実地研修受入総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円129,793平成20年度の消費者行政予算



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

平成20年度末

うち常勤職員の相談員

平成20年度末

平成20年度末

相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

24    

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員総数

平成21年度末予定

24    

人

人24    

人

人24    

平成21年度末予定

人

①報酬の向上

相談員数

相談員総数

処遇改善の取組

相談員のニーズに合った研修を開催するとともに、国等主催の各種研修参加のた
めの旅費等を支援する。

○②研修参加支援

具体的内容

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

機材の設置・住民への周知

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） パソコンの設置・相談スペースの整備・事業実施の広報 1,260 1,260

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 28042 平成 21都道府県名 兵庫県 市町村名 尼崎市

専門的知識を有する者の謝金

合計 - 4,906            4,906                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談員が司法書士・弁護士と同席し多重債務等特別相談を実施 1,323 1,323

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝金　啓発資料作成費  パンフ作成・配布費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
中高生インターネット被害防止講座　市民向け啓発講座
振り込め詐欺防止パンフの作成防犯協会を通じて配布

2,323 2,323

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

　

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 　 　 　

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
インターネット関連の相談に対応するためパソコン等の購入　相談スペース確保のため仕切りパネルの購入　拡充周知のためのチラシ作成配布（消費
生活センターの業務案内、多情債務等特別相談の実施内容についてチラシを作成して行政協力員へ回覧を依頼するなど）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 中高生インターネット被害防止講座30回　市民向け啓発講座1回　振り込め詐欺防止パンフ17,600部の作成配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 相談員が司法書士・弁護士と同席し多重債務等特別相談を実施（42回）

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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,789         千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 24,208         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,906          千円

平成21年度の消費者行政予算 29,114 千円

平成20年度の消費者行政予算 25,997 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 8      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 8      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

8      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 8      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の拡充 1,888 1,888 事務所の改修、事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282049 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 西宮市 自治体コード

-合計 - 2,336            2,336                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座の開催 200 200 講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の国民生活センター主催研修への派遣 248 248

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修会に相談員２名を３日間×年2回、計６日参加できるよう支援する

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談窓口ブース　１ヶ所

（強化） ブースを増設し、かつプライバシー保護のため個室化する　相談用椅子８脚、相談ブース用机２台

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし　（その他出前講座は実施）

（強化） 子どもを対象にした消費者教育講座の開催　出前講座１０回、講演会１回予定

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 60    人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,133          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 43,794         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,336          千円

平成21年度の消費者行政予算 46,130           千円

平成20年度の消費者行政予算 42,661           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催、２泊３日の研修会などへの参加支援（相談員延べ６名）

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 6      人 平成21年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活相談スペース等の充実(プライバシー確保等)、
リーフレットによるセンター窓口の広報・周知

859 859
備品購入費（間仕切りパネル等の設置）、印刷製本費（リーフ
レットの作成）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282073 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 伊丹市 自治体コード

-合計 - 3,433            2,293                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 　 　 　 　

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報伊丹「消費生活特集号」による広報･周知 1,858 871 委託料（広報特集号の印刷・配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、負担金（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活相談支援弁護士委託 473 473 委託料

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） 相談員の県内での研修への参加（5名） 142 23

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 多重債務者問題等研修会の開催（年2回） 101 67 報償費（講師謝礼）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 国・県等主催の研究会・研修会等に46回参加を予定している。

（強化） 既存の研修等に加えて 県内で開催される研修に相談員5人が各1回（計5回）参加できるよう旅費等を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 相談員、関係職員を対象とした研修会を開催（１～2回）。

（強化） 既存の研修会等に加え、研修会を開催（2回）。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談スペースをついたてにより2分割し、事務机で相談業務を実施しているため、プライバシーの確保が困難であるなど相談環境に難あり

（強化）
パネルによる間仕切り等の備品設置により、プライバシーの確保、相談環境の向上を図る。消費生活センター案内リーフレットの作成に
より、センター窓口の広報・周知の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 啓発誌の発行、広報誌のコラム掲載、ＦＭなどにより広報・周知し、啓発を推進する（講座、イベントを除く）。

（強化）
広報「消費生活特集号」を作成し、全戸配布することにより、消費者庁の創設をはじめセンターのＰＲや様々な情報を掲載し、さらなる啓
発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談支援弁護士を導入し相談窓口の高度化を図る。（7～3月、随時必要に応じて相談）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 既存の研修等に加えて、県内で開催される研修に相談員5人が各1回（計5回）参加できるよう旅費等を支援。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 　

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -7               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 10,515         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,293          千円

平成21年度の消費者行政予算 12,808 千円

平成20年度の消費者行政予算 10,522 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 弁護士支援制度の導入により消費生活相談を支援する

②研修参加支援 ○ 研修の実施及び研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上 ○ 相談ブース等の改善による相談環境の向上を図る

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 　

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター窓口対応用機器の拡充 1,404 1,404
パソコン4台480、ウィルスソフト4個40、電話機購入3台75、ICレ
コーダー3台91、リソグラフ670、デジタルカメラ48

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282146 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 宝塚市 自治体コード

合

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

電磁波測定器27、塩分計5個60

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 商品テスト用機器の購入 87 87

 

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための教育・啓発及び出前講座必要
機器の購入

1,330 1,330

電子黒板89、拡声器4機80、スピーカー1台45、ワイヤレスマイク
2台75、プロジェクター241、振り込め詐欺防止啓発チラシ93、多
重債務啓発ポスター84、啓発冊子・リーフレット購入100、啓発
ビデオ100、市広報紙特集号の発行委託経費（印刷製本等）
423

⑫食品表示・安全機能強化事業    

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費102、負担金6

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）
相談員の国セン及び国セン等が実施する県内研修への
参加支援

157 108

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 精神疾患相談者に対する相談対応等研修の実施 95 95 講師謝金95

-合計 - 3,073            3,024                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 1名の相談員につき、国民生活センター研修は5年に1回程度派遣(相談員5名)

（強化） 国民生活センター研修については 全ての相談員が毎年1回は参加できるよう旅費・負担金を措置する(今年度は既に１名参加している)

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） なし

（強化） 新たに精神疾患相談者に対する相談対応等研修の開催により相談員等のレベルアップを図る

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 新たに情報検索ができるパソコンや高機能な電話機及びICレコーダー等を購入し、相談受付から苦情処理に至るまでの対応等をスムーズに進めていく

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 新たに窓口等その場で客観的な数値等を見ることができるよう商品テスト用機器電磁波測定器・塩分計を購入し、適切な対応処理につなげる

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
新たに出前講座開催に必要な機器(スピーカー、ワイヤレスマイク、プロジェクター等)を購入し、効果的な出前講座環境をつくる
また、新たに市広報紙に「消費生活」特集号を組み、消費者庁発足のPRや毎年５月の消費者月間に消費者啓発に向けた広報・周知を
図る

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター研修については、全ての相談員が毎年1回は参加できるよう旅費・負担金を措置する(今年度は既に１名参加している)

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 60    人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -479           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 29,164         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,024          千円

平成21年度の消費者行政予算 32,188           千円

平成20年度の消費者行政予算 29,643           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国・県等が開催する研修参加への旅費・負担金を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 職員・相談員のレベルアップを図るための講座を開催 23 23 職員・相談員対象講座に係る講師料

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの機材等を新たに購入 858 858 事務所設備什器、事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28217 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 川西市 自治体コード

-合計 - 3,302            1,884                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害の未然防止、拡大防止を図るために消費者啓発を強化する 1,847 503
教員対象講座・講師養成セミナー・職員等講座に係る講師料、
消費者力検定問題作成等経費、啓発パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士を活用し、相談への対応力を強化する 420 420 弁護士相談業務委託料

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） 相談員の国セン研修参加（１名）、相談員・職員県内研修参加（５名） 154 80

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 職員・相談員のレベルアップを図るための講座を開催 23 23 職員・相談員対象講座に係る講師料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 県主催研究会（３人／６２回）、国セン主催（地方開催）セミナー（３人／３回）

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） なし

（強化） センター職員・相談員対象講座（1回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） オープン状態の相談コーナー、ディスプレイがついていない電話機（２台）。ＦＡＸ機１台、アンプ（１台）、マイク（２台）

（強化）
相談者プライバシー確保のためのパーテーション、ディスプレイ付き電話機（２台）、ＦＡＸ機（１台：ハイスピード対応）、テレビ、ビデオデッキ、チュー
ナーユニット、マイク（３台）、アンプ収納ケース、ＣＤ－ＭＤポータブル、デジタルカメラ、消費者ホットラインに伴う回線工事（ひかり⇒ＩＮＳ）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各種講座開催（６回）、生活クリエーター（市から委嘱した１５名の市民）研修、出前講座（３５回）、啓発紙発行（年２回）

（強化） 教員対象研修、消費者力パワーアップセミナー、消費者力検定、啓発パンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士相談業務委託（解決困難な事案に対して相談員が法律専門家に相談を行う。8～3月、必要に応じて随時相談）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 県等主催研修（５人／１０回）、国セン主催専門事例講座（１人／３日間コース）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 60    人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 10               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 11,369         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,884          千円

平成21年度の消費者行政予算 13,253 千円

平成20年度の消費者行政予算 11,359 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 解決困難な相談事案について弁護士に相談できるよう整備し、相談員の精神的負担等の軽減を図る

②研修参加支援 ○ 国セン・県等主催の研修に積極的に参加できるよう業務調整等を配慮する

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 機材・事務用機器等の設置 734               654                   ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・多機能電話機・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・図書購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28219 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 三田市 自治体コード

-合計 - 2,818            1,928                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

　

⑬消費者教育・啓発活性化事業 地域消費者ﾘｰﾀﾞｰ養成講座の開催等 1,757            998                   講師報償費、センターホームページ開設委託料、回覧板印刷費

⑫食品表示・安全機能強化事業 　 　 　

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員等旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 　 　 　 　

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） 国セン・県の研修会への参加 327 276                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存） 相談員研修１人、年１回　国セン開催の研修に参加

国センや県等で開催される研修に相談員等を参加させる 相談員等6人 年18回（県内で開催される研修６人１５回県外で開催される研

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ1台・多機能電話機1台、留守番電話装置3台、ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ3台・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ1、執務参考図書等の整備により、相談対応機能の強化
及び啓発機能強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 自治会・老人会・消費者グループなど年8回程度の出前講座の開催

（強化）
各地域単位のﾘｰﾀﾞｰ養成講座や消費者協会等の消費団体を対象とした消費者啓発団体養成講座の開催　年10回
消費者協会等各種団体を対象とした出前講座を５回程度開催、ホームページの開設、啓発回覧板の作成（200部）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

国センや県等で開催される研修に相談員等を参加させる。相談員等6人、年18回（県内で開催される研修６人１５回県外で開催される研
修４人３回）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

　

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 60    人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 　

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 82               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 11,154         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,928          千円

平成21年度の消費者行政予算 13,082           千円

平成20年度の消費者行政予算 11,072           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国・県等の研修会に参加するための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H21.4.1より４％増

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 　うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 　 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 猪名川町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 28301 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談員用パソコン1台・留守電機能付電話機1台・カメラ1台

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センター機能拡充のための事務用機器の整
備、ＰＩＯ‐ＮＥＴについては平成21年度設置要望中

268 180

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 相談員の研修参加支援 309 130 旅費、研修費･教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発パンフレット作成費、出前講座開催費（講師謝金、講師旅
費、会場借料、資料作成）、悪質商法被害事例リーフレット作成
費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発パンフレットの作成、出前講座の実施 901 813

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
消費者庁創設に伴う業務の増加に対応するため、相談
員1名の勤務日数の増

158               158                   相談員賃金

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 1,636            1,281                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談の際活用できるようインターネットに繋がる相談員用パソコンや留守電機能付電話機の設置並びに、商品撮影用のカメラの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 県主催の研修会に年12回参加するための旅費を支援

（強化） 既存に加え、県主催の研修会に年8回、国民生活センター主催の研修会に2回参加するための旅費を支援

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座の開催（年2回）、出前講座開催時の啓発パンフレットの作成（2,０００部）、悪質商法被害事例リーフレットを作成　（3,０００部×年４回）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員を配置（月平均勤務日数１２日）

（強化） 増加した業務に対応するため、相談員の勤務日数を年18日増（月平均12日⇒14日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      139             人時間／年 158                

平成20年度の消費者行政予算 2,420            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,281          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,670            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,389          千円 前年度差 -31             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数 　

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加機会増加に伴う旅費の支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

消費者相談ダイヤル用電話機工事費、録音装置、シュレッ
ダー、パンフレットスタンド

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

263

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

263相談受付業務の拡充、備品整備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）

事業名

都道府県名 兵庫県 市町村名 豊岡市

事業の概要

年度

事業経費

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

自治体コード 28060

2,583                　

相談員報酬（7月～3月分）、常勤職員の時間外手当（30時間
分）

　 　

63

414 旅費、研修費、教材費

　 　

- 2,591            

1,780            

63 弁護士委託料

国センの基礎研修・事例研修・専門研修、県や弁護士会
が主催する研修への参加

　

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）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

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消費生活相談窓口高度化事業 弁護士への専門的相談業務充実 63

422

　

　

新規相談員報酬、職員の時間外手当

⑬消費者教育・啓発活性化事業 　

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談会

弁護士委託料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

63

1,780                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

（既存）

国センの基礎研修（1回相模原）・事例研修・専門研修（12回）、県や弁護士会が主催する研修（20回）への参加。参加者3人。

（強化）

（既存）

事業名

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費者相談ダイヤル対応電話回線なし

　
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）

（強化）

（強化） 消費者相談ダイヤル用電話の設置

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（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） あり(県開催の研修会1回参加）

　

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

相談員が相談を受けた高度な内容について、相談員が弁護士からアドバイスを受ける（1回1時間、6回）

相談員を配置（１名）

　

　

相談件数の増加に伴い新規に相談員を１名雇用し相談業務、PIO-NET入力作業等を行う。業務増加に伴う常勤職員の時間外勤務手当

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

なし



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人日

（強化）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

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）
（既存）

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

年間実地研修受入総日数

なし

人

法人募集型

実地研修受入人数

（強化） 弁護士相談会を開催し専門的知識を有する者の知見を相談員が活用する（年3回、1回当たり3時間）

人参加者数

実施形態

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

1,780              

千円3,014平成20年度の消費者行政予算

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

1,470          

千円2,583          

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

1,108          4,122          千円前年度差

6,705

2      人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

○

具体的内容

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

弁護士支援制度の導入により消費生活相談を支援する

研修の実施及び研修参加のための旅費等を支援○

○ 相談ブース等の改善による相談環境の向上を図る

処遇改善の取組

相談員数

相談員総数

①報酬の向上 ○ 月額報酬額のアップ（15％）、期末手当支給、

　

人

人1      

平成21年度末予定

人

平成21年度末予定

1      2      

平成21年度末予定 相談員総数

平成21年度末予定

2      

人

人相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数相談員数

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

平成20年度末

うち常勤職員の相談員 平成20年度末

平成20年度末

平成20年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 養父市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282227 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談室の机・イス等の購入、窓フィルムの貼付、事務用機器の設

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの機能拡充（相談員、相談室の設置等） 1,058 416

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成事業への参加支援 804 804 旅費、報酬等

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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） 相談員の研修への参加支援 300 300 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット作成、マイク・アンプ等購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者防止被害のための啓発 180 180

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴う業務の増加に対応 1,500            1,500                相談員の報酬・費用弁償・社会保険料、常勤職員の時間外手当

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,842            3,200                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談室の設置なし

（強化） 相談室の設置（机・イス等の購入、窓フィルムを添付等）。事務用機器（パソコン等）の整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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

（強化） 消費生活相談員養成事業に参加できるよう支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（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）
（既存） 行政職員（兼務）が参加

（強化） 新たに雇用した相談員１名を月１回研修に参加できるよう旅費を支援（強化） 新たに雇用した相談員１名を月１回研修に参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報誌に啓発記事を不定期掲載

（強化） 広報誌の啓発記事を毎月連載、パンフレットを４００部作成、出前講座のための機材整備

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 新たに雇用した相談員１名及び職員２名により増加した業務に対応

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      1,100          人時間／年 1,500              

平成20年度の消費者行政予算 177               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,200          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,986            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 786             千円 前年度差 609             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 朝来市 自治体コード 282251 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室の設置 1,118 1,118

相談室の設置、事務用機器の設置
（エアコン、机、椅子、保管庫、ノートパソコン、パンフレットスタ
ンド、スキャナー、電話台の設置）
執務参考資料購入
消費生活センターに関する住民周知に係る経費
（リーフレット、啓発グッズの作成）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

20                 20                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費者行政担当者・相談員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 199 199 パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

662               662                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員報酬、費用弁償、社会保険料（雇用主負担分）３月分

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者行政担当者の配置（非常勤職員１名）

1 999 1 999

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 - 1,999           1,999              -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
新たに消費生活相談室を設置（エアコン、机、椅子、保管庫、ノートパソコン、パンフレットスタンド、スキャナー、電話台の設置）
執務参考資料の購入
センターに関する住民周知に係る経費（リーフレット：1,000部、啓発グッズ：1,000個の作成）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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） なし
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）

（既存） なし

（強化） 県内開催の研修に消費者行政担当職員・相談員２名が1回参加するための旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに消費者被害防止のためのパンフレットを作成。(13,000部)

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者庁創設に伴う業務の増大に対応するため、非常勤相談員１名を新規設置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      435             人時間／年 662                

平成20年度の消費者行政予算 239               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,999          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,508            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 509             千円 前年度差 270             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ H22.1より消費生活相談員を１名配置



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 香美町 自治体コード 28585 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談コーナーの新設 970 962 事務用機器の設置（パソコン、収納庫等）、図書の購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 　 　 　 　

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

970               962                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 新たに相談コーナーを新設　（パソコン、スキャナー各3台、プリンター2台、収納庫、パンフレットスタンド、ラック、図書の購入）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 135               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 962             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,105            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 143             千円 前年度差 8                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数 3      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 新温泉町 自治体コード 285862 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口の新設 2,196 2,196 書籍購入・パソコン購入・相談窓口設置にかかる広報・車両購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

696 696

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（１名）

251 251

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

研修旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 国セン研修等への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

719               719                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員賃金・社会保険料・正規職員時間外

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴う業務の増加に対応

3,912            3,912                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 専門家への相談料等 50 50 謝金

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） 兼任の職員が相談を受けていた。職員が外出すると相談員不在、また兼任のためゆっくり相談が受けられなかった。

（強化）
専任相談員を１名配置し、多重債務相談や福祉、納税の相談も積極的に受け入れる。パソコン等の事務機器を整備する。窓口設置に
ついてＣＡＴＶにて番組制作・チラシ全世帯配布等で広報。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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

（強化） 消費生活相談員1名を実務的研修に参加させる

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） 兼任の職員が年数回、半日程度の勉強会に参加。

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）

（既存） 兼任の職員が年数回、半日程度の勉強会に参加。

（強化）
専門性の高い案件も処理できる相談員の養成のため、国セン等の実施する比較的長期の研修へも参加を支援する。３日×2回、１日×
30回

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 職員１名により対応

（強化） 新たに相談員１名を雇用、さらに職員１名を配置し、増加した業務に対応

（既存）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし。

（強化） 相談員だけでは処理が難しい案件について、司法書士等の助言等を受けられる体制を整備。（1回あたり30分、10回）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      576             人時間／年 719                

平成20年度の消費者行政予算 449               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,912          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,436            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 524             千円 前年度差 75               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

3      人

相談員数 2      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員（一般職正規職員・兼任）の研修機会をH２０の４日から8日へ増加させる。

③就労環境の向上

④その他 ○ 相談員（臨時職員）１名を新規雇用する。



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 篠山市 自治体コード 282219 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター相談室の設置、センター機能強化のための備品整備 1,905 1,905 通用口設置、床改修等工事,デジタルカメラ、展示パネル、パンフレットラック等備品

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

93 78

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

費用弁償

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内研修参加、国セン研修会等への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,110            2,095                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による相談業務の実施 112 112 謝礼

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
消費生活センター相談室の設置、相談業務のデータ化、支所等窓口での啓発強化（消費生活情報コーナーの設置）を図るため、デジ
タルカメラ、展示パネル、パンフレットラック等備品整備を行う

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 年１～2回の県内研修会に参加

支 家 修
⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（強化） 消費生活相談支援専門家検討会への参加（6回×2人）、国民生活センター研修会（1回×1人）への参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士による相談会の実施（年4回、1回当たり2時間）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 2,355 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,095          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,455 千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,360          千円 前年度差 5                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための費用弁償を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 丹波市 自治体コード 28223 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

60 60

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

研修会参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員のレベルアップのために、各種研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

60                 60                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 県等が開催する研修会に予算がないため参加できない

（強化） 県等が開催する研修会に参加するための旅費・交通費を支援　（2人、12回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 756               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60               千円

平成21年度の消費者行政予算 786               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 726             千円 前年度差 -30             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 県等が開催する研修会に参加するための旅費を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（１名） 590 590 研修参加支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

電話回線の変更　光回線⇒アナログ回線
事務室電源設備の改修

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 電話回線の変更、施設電源設備の改修 230               230                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

対象経費

自治体コード 282057 平成 21

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 兵庫県 市町村名 洲本市 年度

合計 - 1,680            1,680                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

パンフレットの作成・配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 819 819

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 県が開催する研修への相談員の参加（１名） 41 41 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修に相談員１名を月１回年１２回参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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

（強化） 新たに相談を担えるものを１名養成するために実務的研修に参加

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 電話回線が光回線

（強化）
・電話回線を消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝに対応するため変更　光回線⇒アナログ回線
・PIO-NET端末設置や相談員が使用するパソコンなどの電源が必要となるため、事務室電源設備を改修する

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 毎年度「新成人」にリーフレットを配布している。

（強化） 新たに「高齢者」を対象に悪徳商法等を未然に防止するためのパンフレット（6,500部）を作成し配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費 活相談員等 ｯ 事業（研修 援）
（強化） 県開催の研修に相談員１名を月１回年１２回参加できるよう旅費を支援



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 50               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 570             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,680          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,250            千円

平成20年度の消費者行政予算 520               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 　 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（2名） 1,083 1,083 研修参加支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282243 平成 21都道府県名 兵庫県 市町村名 南あわじ市

合計 - 1,099            1,099                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内での研修への参加支援 16                 16                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存） なし

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担える者を２名養成するために実務的研修に参加。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 県開催の研修に相談員２名が１回、職員が１回参加できるよう旅費を支援

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 2      人

年間研修総日数 100   人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 613             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,099          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,712            千円

平成20年度の消費者行政予算 613               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

任期付短時間勤務職員が研修に参加した日数分の旅費・給料等⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
任期付短時間勤務職員の雇用し、自治体参加型研修へ
参加

619 619

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 　 　 　 　

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談専用窓口設置に向けた事務機器の整備 439 439 事務机、椅子、書類整理用ロッカー、看板等

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282260 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 淡路市 自治体コード

-合計 - 1,758            1,758                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

任期付短時間勤務職員の賃金、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 任期付短時間勤務職員を1名雇用 650               650                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

一般職員が研修に参加した日数分の旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内での研修への参加支援（1名） 50 50

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 県開催の消費生活相談レベルア プ研修会（15回）に 般職員1名を参加させる

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 任期付短時間勤務職員１名を消費生活相談員として雇用し、自治体参加型により消費生活相談員養成事業へ参加させる

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 　

（強化） 　

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） なし

（強化）
市民相談係より消費者相談業務を切り離し、平成22年度より消費生活センターを新設する予定（事務机、椅子、書類整理用ロッカー、
看板等）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 10月より任期付短時間勤務職員１名を消費生活相談員として雇用し、増加した業務に対応

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 県開催の消費生活相談レベルアップ研修会（15回）に一般職員1名を参加させる。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 610             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,027          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,758          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,785            千円

平成20年度の消費者行政予算 417               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      655             人時間／年 650                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

3      人

相談員数 2      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

自治体コード 282014

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

都道府県名 兵庫県 市町村名 姫路市

事業の概要

4,000                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

5,000            消費生活センター拡充整備③消費生活センター機能強化事業（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）

相談ブース、受付ローカウンター等設置・相談員用事務機器等

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 1,300            

⑫食品表示・安全機能強化事業

①「消費生活センターだより」を消費生活情報誌へと改編
②見守り者対象講座

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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）

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）

⑭商品テスト強化事業

- 6,300            

1,000                生活情報誌作成、啓発・講座開設（講師謝金）

-5,000                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） センター狭小のため、以下の機能なし

（強化）
不足している相談スペースを拡充し相談者のプライバシー確保のための相談用ブース、ローカウンター、パーテーションを設置。相談員用インカム機
能付多機能電話の設置。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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）

（強化）

（既存）

事業名

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

センターだより（生活情報誌）2色刷り発行3,000部

「消費生活センターだより」を消費生活情報誌へと改編（安全安心情報等掲載、作成部数3,000部から10,000部）。見守り者を対象とした
悪質商法被害未然防止のための啓発講座実施。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人日

人

（強化）

参加者数

実施形態

法人募集型

実地研修受入人数 人

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

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）
（既存）

（強化）

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

12,920           

人時間／年

千円前年度差 796             7,920          うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円5,000          

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円7,124            平成20年度の消費者行政予算



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

平成20年度末

うち常勤職員の相談員

平成20年度末

平成20年度末

相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数相談員数

平成21年度末予定

5      5      

平成21年度末予定 相談員総数

平成21年度末予定

5      

人

人

人

人5      

平成21年度末予定

人

①報酬の向上 ○ 月額148,000円から153,000円へ3％増額

相談員数

相談員総数

処遇改善の取組

②研修参加支援

具体的内容

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談室改修工事（倉庫を相談室に改修するため床、壁の張替
え）、相談業務用図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談コーナーの設置 1,426            1,426                

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 28442 平成 21都道府県名 兵庫県 市町村名 市川町

合計 - 1,601            1,601                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝金、　バス借上

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者向け研修会の開催 153 153

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費者行政担当者の研修参加支援 22                 22                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 県内開催の研修に消費者行政担当職員１名が３回参加するための旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 専用の相談コーナーを設置するとともに、PIO-NETを設置するための机等事務用機器を整備する。消費者相談のための図書の購入

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者向け研修会の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 県内開催の研修に消費者行政担当職員１名が３回参加するための旅費を支援



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 　 人

年間研修総日数 　 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 232             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,601          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,833            千円

平成20年度の消費者行政予算 232               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務所改修及び相談室設置 2,620            2,620                
事務所改修により相談室設置（パーテイションの設置、机、書
庫、プロジェクター等啓発機材購入）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284432 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 福崎町 自治体コード

-合計 - 3,152            3,058                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発の強化を図る 490 400 消費者啓発リーフレットの作成、出前講座等教材の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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、消費者担当職員の国セン・県内研修参加支援 42                 38                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 事務室のみで相談室はない。

（強化）
事務所の改修により相談室を設置する。相談対応の充実及や啓発強化のため事務用機器や啓発機材等設置する。施設の環境整備を
図る。
（パーテーションの設置・机・イス・収納書庫・プロジェクター・テレビ・展示用パネルの新規設置）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 啓発用リーフレット年１回各戸配布（６０００部）

（強化）
啓発強化のためリーフレットの配布回数（年１回、6,000部→年2回、6200部×2回）を増やす。高齢者の被害防止のため出前講座等の
教材（1,000部）を作成する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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）
（既存） 県主催苦情研究会年４回、（東播磨センター・西播磨センター各２回）

（強化） 県主催消費生活相談員研修会（神戸）1名、6回参加、国セン研修会（2名）に参加を追加支援する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 　 人

年間研修総日数 　 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 20               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 3,583          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,058          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,641            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,563            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県・国セン等研修会に参加するための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 玄関ホールに相談コーナーを新設 345 345
パーテーション18,900*5 机34,471*1 椅子9,481*4 電気スタン
ド8,190*1 PIOネット用机48,300*1 PIOネット用椅子22,050*1
書類ロッカー26,250*1、本棚43,050*1 パンフラック29,925*1

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284467 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 神河町 自治体コード

-合計 - 545               545                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 　 　 　

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発チラシの作成、図書購入等
消費者向け研修会の開催

200 200
図書20,000チラシ作成印刷代150,000　研修会講師謝金
30,000

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 　 　

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（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） 　

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 専用の相談コーナーを設置するとともに、PIO-NETを設置するための机、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄラック等事務用機器を整備する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発チラシ（10,000部）の作成･配布、啓発用図書の拡充、消費者向け研修会の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 71               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 371             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 545             千円

平成21年度の消費者行政予算 916               千円

平成20年度の消費者行政予算 300               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
①相談窓口コーナーの整備
②出前講座用事務機器の購入

1,044 927
相談コーナー整備（机、椅子、ｸﾛｽﾊﾟﾈﾙ）、出前講座用事務用
機器（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾊﾟｿｺﾝ、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、啓発用DVD）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282081 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 相生市 自治体コード

合

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 　 　 　

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　2,560円×5人＝１２８００円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内での研修への参加支援（5人） 13 13

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-合計 - 1,057            940                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修に相談員3名を年１回できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ①一般利用のできる交流室において相談業務を行っている　②市民からの要望により、出前講座を開催

（強化） ①パーテーションで区切った窓口コーナーを設置　②パワーポイントを用いた講演により消費者に対し普及・啓発内容の充実を図る

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 　

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -70             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 467             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 940             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,407            千円

平成20年度の消費者行政予算 537               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 　

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

5      人

相談員数 5      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28212 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 赤穂市 自治体コード

-合計 - 876               860                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士による消費生活相談を実施 120 120 謝金120千円（20000円×1回/月×6月）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会の開催、啓発用品の購入・整備 719 719
講師謝金20千円、備品購入費622千円、教材費72千円、郵便
料5千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費2１千円（神戸5100円×4回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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、従事職員の研修参加支援 37 21

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）
（既存） 旅費16千円を計上

（強化） 相談員、従事職員（4名×1回）を県内研修に派遣し、相談業務のレベルアップを図る。

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
一般消費者を対象に諸問題に対する教育・啓発を目的とした講演会を開催するとともに、必要な備品等の整備を図る。
（プロジェクター・スクリーン・パソコン・アンプ・マイク・ＤＶＤプレーヤー）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 司法書士を月1回（1回あたり2時間、6ヶ月）招いて困難事例の消費者相談に対応する。

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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 140             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,330          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 860             千円

平成21年度の消費者行政予算 3,190            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,190            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談窓口機能の拡充 385 374 パソコン及び周辺機器の購入ならびに、執務参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282278 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 宍粟市 自治体コード

-合計 - 1,426            1,384                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害予防のための啓発 1,032 1,006 パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談業務に携わる職員の研修・教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 　

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） 相談担当職員の県内での研修参加支援 9 4

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 相談窓口に携わる職員の研修旅費並びに研修教材の購入(１名×１回）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 　

（強化） 　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の事務機器及び執務参考資料の購入(相談用パソコン・プリンター・机・椅子・デジタルカメラ）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市内の全世帯に悪徳商法被害予防のため、パンフレットを作成し配布を行う。（作成部数：14,200部）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -4               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 42               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,384          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,426            千円

平成20年度の消費者行政予算 46                 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 たつの市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282294 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

モニター謝礼、悪質商法被害防止等講演会（講師謝金、講師
旅費）、消費者啓発チラシおよび冊子（印刷等作成委託費）、消
費生活ニュース（印刷製本費）、悪質商法被害防止シール（印
刷等作成費）、消費者研修用ビデオ、出前講座用プロジェク
ター

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法などによる消費者被害防止のための啓発 2,206 1,384

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,206            1,384                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
食の安全を特集した冊子や契約被害防止のチラシを各種団体に配布
悪質商法防止チラシの配布

（強化）

市が委嘱した消費生活モニター30人に対し、研修会や講演会を開催。モニターから消費生活行政に係る様々な情報を地域に発信して
いる。
悪質商法被害防止等講演会の実施・悪質商法被害防止のためのチラシ3,000部や冊子の充実300部・玄関などに貼るステッカーの配
布10,000枚・消費者用ビデオライブラリーの充実・出前講座用プロジェクターやスクリーンの購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナ 事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,934 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,384          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,286 千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,902          千円 前年度差 968             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

4      人

相談員数 3      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 太子町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 284645 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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） 消費生活相談に従事する者の知識を高める 45 45 旅費（10日間）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

ビデオ（15,750円×４本=63,000）
パンフレット作成費（40.4 円×12,500円×1．05＝530,250

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育ビデオ購入、
町内全世帯に対し、悪質商法パンフレットの配布

886 594

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 931               639                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 国民生活センター主催の消費者研修参加なし

（強化） 国民生活センター主催の消費者研修（基礎コース・実務コース）に10日間参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者教育ビデオなし

（強化） 消費者教育ビデオの購入（貸し出し実施）、啓発用パンフレットを全世帯に配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 598               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 639             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,389            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 750             千円 前年度差 152             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 　

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 上郡町 自治体コード 284815 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設） 事務用機器、執務参考資料の購入 81 81 パソコン購入費

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

81                 81                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 平成22年度に新たに消費生活センター機能を持った相談窓口を設置予定

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 231               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 81               千円

平成21年度の消費者行政予算 630               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 549             千円 前年度差 318             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 佐用町 自治体コード 285013 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設） ２２年度から消費生活ｾﾝﾀｰを設置 4                  4                      執務参考図書の購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

34 34

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

出張旅費　（神戸・姫路）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 職員等の研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育・啓発の強化　消費者関連パンフレット等の
全戸配布

630 630 パンフレット等の全戸配布　９０円×７，０００部

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

668               668                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） ２２年度から消費生活ｾﾝﾀｰを設置することとし、職員の執務参考図書を購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 町職員等の研修参加　（２名、年６回）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者関連パンフレット等の全戸配布(7,000部）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 668             千円

平成21年度の消費者行政予算 668               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 -                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

自治体コード 282031

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

都道府県名 兵庫県 市町村名 明石市

事業の概要

453

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

453相談室増設等によるセンター機能強化③消費生活センター機能強化事業（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）

相談室増設等工事に係る設計委託

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士による多重債務相談窓口増設

⑬消費者教育・啓発活性化事業 279

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費者教育のための講演会開催
情報紙の発行
出前講座事業の機能強化・充実化

136

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談員の県内での研修への参加支援（6名）

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）

⑭商品テスト強化事業

- 1,006            

66 委託料

279 会場借料、講師料、印刷製本費等

-846                   

138

48 旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

上記に加え、新たに県が開催する研修及び国民生活センター開催の研修に参加するための旅費、負担金等を支援
(近接 限らな 相談員 )

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室２室

（強化） ２２年度に相談室の増設（２室⇒３室）に増加するなど消費生活相談対応機能の強化を図るため、消費生活センター改修工事設計を行う。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

県等が開催する近接地域での研修に参加するための旅費、負担金等を支援(相談員6人)
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）

（強化）

（既存）

事業名

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

市コミュニティ担当部局が管轄する出前講座の一環として消費生活出前講座を実施。啓発員に委嘱された市民による出前講座。
年2回の情報誌発行。

消費者月間記念講演回を開催。消費生活関連の出前講座を統合・整理し、機能強化を図る。
情報紙の内容を、市民にわかりやすいものに改変し、発行回数を増加。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人日

人

（強化） 司法書士による多重債務相談を月２回に拡充（相談員が同席して実施）

参加者数

実施形態

法人募集型

実地研修受入人数 人

司法書士による多重債務相談を月1回実施

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

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）
（既存）

（強化）

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

12,350

人時間／年

千円前年度差 -422           11,504         うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円846             

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円11,926平成20年度の消費者行政予算



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

平成20年度末

うち常勤職員の相談員

平成20年度末

平成20年度末

相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数相談員数

平成21年度末予定

6      6      

平成21年度末予定 相談員総数

平成21年度末予定

6      

人

人　

人

人6      

平成21年度末予定

人

①報酬の向上 ○ 検討中。ただし、人事・財政当局の承認が得られなければ不可。

相談員数

相談員総数

処遇改善の取組

通勤に要する交通費相当の費用弁償

近接に限らず、必要と認められる研修に対して参加を支援。○

○

②研修参加支援

具体的内容

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事務所の機材・事務用機器の設置・電話回線工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談設備の拡充（平成21年10月予定） 229 229

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282103 平成 21都道府県名 兵庫県 市町村名 加古川市

合計 - 925               852                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 　 　 　 　

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発ビデオ、啓発パネル購入／講演会事業委託

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための啓発資材の拡充（平成２１年10
月予定）／講演会の開催（平成22年1月予定）

595 595

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）
県主催の消費生活レベルアップ研修参加支援（平成21
年9月～平成22年3月）

101               28                    消費者行政担当者が研修に参加するために必要な旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 県・弁護士会が開催する情報交換会に参加するための旅費支援。

（強化） 県が開催する消費生活相談レベルアップ研修に参加するための旅費支援 （生活科学総合センター11回 姫路生活科学センター6回）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 光回線電話  

（強化） インターネット関連の相談内容（有害サイト等）を検証するため、パソコン、プリンターを購入。消費者ホットライン接続可能な電話回線への変更工事費用。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 　

（強化） 　

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座実施。（平成20年度12回開催。）／消費者大会実施。（隔年毎、前回平成19年度に開催。講演会の開催なし）

（強化） 出前講座での啓発材料として、新規ビデオ、パネルを購入。／消費者大会を拡充し講演会を開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 県が開催する消費生活相談レベルアップ研修に参加するための旅費支援。（生活科学総合センター11回、姫路生活科学センター6回）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 60    人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -280           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 6,020          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 852             千円

平成21年度の消費者行政予算 6,872 千円

平成20年度の消費者行政予算 6,300 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

　 　 人時間／年 　



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談レベルアップ研修に参加するための旅費支援。

③就労環境の向上 ○ インターネット関連の相談に対応できるパソコン環境を整える。

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 6      人 平成21年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥ 費 相談員養成事業（ 修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談専用窓口コーナーの設置
ＰＩＯ－ＮＥＴの設置
執務参考資料の購入

824               824                   
相談専用窓口コーナー設置に伴う備品購入及び事務機器の設
置（644)、ＰＩＯ－ＮＥＴ設置に伴う事務機器の設置(148)、執務
に参考になる図書の購入(32)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282162 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 高砂市 自治体コード

-合計 - 1 476 1 458

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者相談内容強化、消費者被害防止のための啓発 431 431
啓発用のパネル作成（出前講座等に使用）　　　啓発用のポス
ター・チラシ作成（出前講座にて配付及び各施設等に配付）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業  

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）

相談員の県内での研修への参加支援（1名）消費生活担
当事務職員の県内での消費生活相談業務研修への参
加支援（1名）新規雇用相談員要員の県外での研修への
参加支援（1名）

221               203                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-合計 - 1,476           1,458              



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 相談員は、県の生活科学センター主催の例月打合せ兼研修会に参加、消費生活相談市職員については研修受講なし。

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 部内共有使用の会議コーナーを利用して相談を受け付けていた。相談用に会議コーナー確保に困ることが度々あった。

（強化）
消費生活相談専用の相談コーナーを設置。ＰＩＯ－ＮＥＴ設置及び執務参考図書購入により情報収集の強化。（パネルスクリーン、ミー
ティング用テーブル、チェアー、カタログスタンド、録音機、ﾊﾟｿｺﾝ用デスク、ﾊﾟｿｺﾝ用チェアー、ﾊﾟｿｺﾝ用デスク用ワゴン）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
悪質商法等の事例・解決策・相談窓口の所在等を記載したパネル及びポスター・チラシを作成し、出前講座の教材として、また啓発資
料として配付し、啓発を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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）
（強化）

弁護士会が主催する弁護士による消費者苦情事例研究会に相談員１名が年5回参加できるよう旅費を支援
県主催の消費生活相談業務研修に相談員１名及び消費生活市職員1名が年8回参加できるよう旅費を支援
新規で1名雇用し相談業務を行ってもらうため、国民生活センターの研修に参加できるよう旅費を支援。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

　

前年度差 -23             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,755          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,458          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,213            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,778            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 平成22年度に向けて相談員１名増員の検討を行う。

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の増

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

4      人

相談員数 3      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談事業の強化 60 60 執務参考資料及びラックの購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

283819 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 稲美町 自治体コード

-合計 - 277               277                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 188 188 啓発用パンフレット・書籍の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費者行政担当職員の研修への参加支援 29 29

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 県等開催の研修に消費者行政担当職員が参加するための旅費（10月以降６回程度）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談事業にかかる参考資料と資料収納ラックの購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 新成人向け消費者啓発パンフレット等の購入

（強化） 高齢者向け消費者啓発パンフレット（1,400部）・書籍等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -5               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 145             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 277             千円

平成21年度の消費者行政予算 422               千円

平成20年度の消費者行政予算 150               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 　

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数 3      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

283827 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 播磨町 自治体コード

-合計 - 113               113                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 職員の研修への参加支援（２名） 113 113

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加できるよう旅費、研修費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -7               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 433             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 113             千円

平成21年度の消費者行政予算 546               千円

平成20年度の消費者行政予算 440               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修に参加できるよう旅費・研修費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 　うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 　

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談窓口の強化 476 471 相談窓口の充実・強化（啓発用シール作成）・センター備品購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282138 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 西脇市 自治体コード

-合計 - 920               890                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 269 269 啓発用パンフレット作成（高齢者・新成人向け）・啓発用DVD購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費（相談員・職員）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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・職員の研修への参加支援 175 150

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県・県外主催の研修には、相談員の自費により参加（一部、市の財源で負担）

県 県外主催 研修に相談員 名を参加できるよう旅費等を支援（国民生活 主催分 兵庫県相談情報交換会 近畿ブ ク相談会議

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 参考資料購入

（強化）
相談窓口啓発用シール作成（17,000部）・参考資料購入（改正された法律の解説書等既存にはない参考図書の購入）・センター備品購入（プロジェク
ター・スクリーン・ビデオ一体型DVDプレーヤー各１台）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 要望にある自治会や団体向けに出前講座を実施

（強化） 新たに高齢者（特にひとり暮らし世帯）向けパンフレット1,000部作成・新成人向けパンフレット1,000部作成・啓発用ＤＶＤの購入　など

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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）
（強化）

県・県外主催の研修に相談員１名を参加できるよう旅費等を支援（国民生活Ｃ主催分・兵庫県相談情報交換会・近畿ブロック相談会議、
事例研究会他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 166             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,800          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 890             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,690            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,634            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 勤務日数を月６回から月８回（週２日）に拡大。

②研修参加支援 ○ 県主催の研修参加のための旅費支援（年５回分）

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 　 　 　 　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口への事務用機器の設置 1,338 1,338 相談窓口への事務用機器購入経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282154 平成 21 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 三木市 自治体コード

-合計 - 1,338            1,338                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

　

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 　 　 　

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 　

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 　

（強化） 　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし。パソコン、ファックスなどは市の備品を共用。専用の相談室がなく、他所属管理の打合せ室を借りている。

（強化） 市庁舎内に専用相談室を開設。専用のパソコン、プリンター、ファックスなどを設置する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -30             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,245          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,338          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,583 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,275            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 　

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 小野市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282189 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談窓口の充実に係る備品購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 　 　 　

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口体制の整備 695 695

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）
相談業務に係る研修参加支援（2名*3回）
相談員養成に係る研修参加支援（2回）

136 136 研修参加支援（旅費・研修費）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 　 　 　 　

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発チラシの配布（全戸配布）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 相談窓口PRを含めた消費者啓発の強化 170               170                   

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 1,001            1,001                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 市民向けに積極的な情報発信、啓発活動を行うためプロジェクター、スクリーンを購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 　

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）

（既存） 県内で開催される研修に年2回程度参加できる旅費を計上。

（強化）
県内で開催される研修に年12回程度参加できる旅費を支援。また、国民生活センターが実施する養成講座に相談員を参加させ、レベ
ルアップを図る

（強化）
ルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 当相談窓口PRのためのパンフレットを作成（市内全戸配布：１７，０００冊）。　

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,280 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,001          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,341 千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,340          千円 前年度差 60               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県開催の研修参加のための旅費を支援。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 加西市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 282201 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器の設置、相談室エアコンの設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者相談窓口の拡充 550 550

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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） 相談員の県内での研修への参加支援（1名） 25 17 研修参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

　

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 　 　 　

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 575               567                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談員専用パソコン等事務機器の設置及び相談室へのエアコンの設置。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 県主催の研修には年３回の旅費予算措置

（強化） 県主催の研修に相談員１名を毎月１回参加できるように旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 　

（強化） 　

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 3,062            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 567             千円

平成21年度の消費者行政予算 3,703            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 3,136          千円 前年度差 74               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上 ○ 期末手当０．３月を支給

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談員専用パソコンの配置

④その他  　



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 加東市 自治体コード 28228 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 月2回、各庁舎の相談窓口開設 55 55 相談窓口看板等の設置、事務用品等の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

53 53

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 560 560 出前講座開催時の啓発パンフレット、多重債務啓発パンフレット

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 庁内の多重債務者ネットワーク連絡会議における研修会開催 30 30 講師謝金

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

698               698                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
分庁制により、来訪者が分散傾向にあり、加えて窓口の周知不足が見受けられるため、月に２回、他庁舎（２庁舎）に出張相談を開設。
また、パンフレットスタンドや相談メモ等を整理するための卓上レターケースを整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 研修に相談員１名が参加できるよう旅費を支援（年間17回 参加支援）
⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（強化） 研修に相談員１名が参加できるよう旅費を支援（年間17回の参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法被害防止のため、出前講座を開催する時の啓発パンフレット500部及び全戸配布用パンフレット15,000部を作成・配布。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし

（強化） 庁内の多重債務者ネットワークの機能強化を図るため、連絡会議等で研修会を開催する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,325            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 698             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,205            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,507          千円 前年度差 182             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修会に年間17回の参加のための旅費支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 兵庫県 市町村名 多可町 自治体コード 283657 平成

対象経費

21 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談員専用パソコンの購入 150 150 最新式事務用機器(パソコン)の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150 150

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県外での研修への参加支援（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

300               300                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談員は、旧式のパソコンを使用している。（他の課員のパソコンで、空いているパソコンを使用している)

（強化） 最新式のパソコンを購入し、なおかつ、相談員専用のパソコンを持つことで、相談業務を円滑化し、相談体制の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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）
（既存） 県外、国民生活センター開催の研修には、相談員の自費により参加。

（強化） 県外、国民生活センター開催の研修に相談員１名が年数回参加できるよう旅費を支援(15回程度)

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,363            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,739            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,439          千円 前年度差 1,076          千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

　 人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 　うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 県外、国民生活センターへの相談員の研修参加に対する旅費支援

③就労環境の向上
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