
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）

ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ周辺機器導入・印刷機・DVDﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・看板・資材等購入

大津市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 滋賀県 市町村名

対象経費

平成 21自治体コード 252018 年度

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） インターネット環境の整備、事務用機器の整備 1,636 1,636

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）

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） 相談員の研修参加支援 336 119 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

謝礼

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 弁護士等による事例研修の拡充、弁護士相談 205 205

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費者向け講座の開催、相談員用教材の拡充 104 104 謝礼、広告料、参考教材購入費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

教育・啓発用教材等の印刷、購入費

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教育、啓発の実施 1,389 738

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 - 3,670

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

2,802



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

一般プロバイダ契約によるインターネット整備（初期導入）。印刷機（２色刷）、DVDプロジェクター、看板等事務用機器の整備、資材購入費（周知用パンフレット印刷、参考図書購入）

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） 本市の情報セキュリティ制限下のインターネット端末機１台・印刷機（Ｈ９年購入）

（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） 相談員の国民生活センターでの研修への参加（２名）

（強化） 相談員全員が参加できるよう拡充（４名）。専門知識を得るための研修への参加支援。

（既存） 弁護士による事例研修（年６回）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 弁護士による事例研修（年６回）

（強化） 弁護士による事例研修の拡充（３回増）。専門研修の拡充、消費者問題全般に係る弁護士相談の創設。

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） 「食品表示」をテーマにした講座、講演会、研修は実施していない。

（強化） 消費者向けの講座開催   相談員用教材（参考図書）の拡充。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講座開催。啓発紙の発行。啓発用パンフレット・教材の購入。

（強化） 消費者向け教育、啓発教材の作成(印刷）費および購入経費    啓発用DVD教材購入

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 0 人

年間研修総日数 0 人日

法人募集型

実地研修受入人数 0 人

年間実地研修受入総日数 0 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

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）

2,802          千円

平成21年度の消費者行政予算 17,738         千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

千円

15,264         千円

前年度差 -328           

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の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 14,936         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

4消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

人 平成21年度末予定 相談員総数

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

4 人

0 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4

0

人

①報酬の向上 ○ （正規職員の勤務時間改正に伴う報酬改正⇒実労働時間変わらず、約3%ｱｯﾌﾟ）

人 平成21年度末予定 相談員数 0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 ○ 研修機会の拡充、参加旅費等の支援

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 滋賀県 市町村名 彦根市 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 252026 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）

パソコン等事務用機器整備、文書保管庫整備。

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） センターの機能強化 707 707

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） 相談員の研修参加支援 119 119 旅費、参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

支援弁護士契約

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 弁護士等の活用 58 58

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 - 884 884 -

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） インターネット接続可能なパソコンやプロジェクタスクリーン一式、電話通話録音装置、緊急呼び出し装置、文書保管庫の整備ができていない。

（強化） ノートパソコン（インターネット引き込み工事含む）、プロジェクタスクリーン一式、電話通話録音装置、緊急呼び出し装置、文書保管庫の整備。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

（既存） 弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない

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） （社）全国消費生活相談員協会等の勉強会に個人負担で参加している（公費負担なし）

（強化） （社）全国消費生活相談員協会、近畿消費生活相談員勉強会等に相談員１名が年間２４回参加。大阪市、京都市で開催。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない。

（強化）
支援弁護士が相談員に対して対面または電話等で助言・指導を行うことにより、相談の複雑化・多様化に対応できるようにする。支援弁
護士への相談は、原則月１回、対面で行うこととするが、必要に応じて随時相談する。

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）

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）

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）

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）



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）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

法人募集型

実地研修受入人数 0 人

年間実地研修受入総日数 0 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 2,245            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 884             千円

平成21年度の消費者行政予算 3,130            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 2,246          千円 前年度差 1                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 0 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 0

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 0

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1 人

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 0

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修等への参加を支援する

③就労環境の向上 ○ 相談室の環境整備を図る

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） 相談室設備等の充実 500 500

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252034 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 長浜市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

パソコン、書架、執務参考図書購入

-合計 - 1,777

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,777

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）

101

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増員 806 806 賃金、共済費等

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

出前講座用啓発物品購入、教育ビデオ購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 101

260

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）

謝金、旅費

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 弁護士、司法書士、建築士相談の開設 260

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 110 110 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 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） 近畿府県での研修のみ参加

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）

（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）

パソコン（２台）の購入（現相談員用に機能が充実したパソコン、新規雇用相談員用のパソコン）、備品の購入（スクリーン・プロジェク
ター・ＤＶＤデッキ）、今年度から消費生活相談専用の執務室を新設し、執務参考図書・書架の購入による相談室の設備の充実を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 現相談員用パソコン１台、消費生活相談窓口は、環境保全課執務室内に設置。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

（強化）

相談員を２名に増員

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） 相談員１名

（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） 口頭にによる出前講座

（強化）
ビデオやパワーポイントを活用したわかりやすい出前講座の実施のため、消費者教育ビデオを購入。出前講座での啓発資料の配付。
啓発物品として、啓発用ペンスタンドを購入予定。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員２名で、相模原へ２回、京都・大阪へ２回程度参加）

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） 弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない。

（強化） 弁護士、一級建築士専門相談の実施。（専門家は相談員からの相談にのるのみ）

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）

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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 -389           

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 3,490          千円

千円

千円

3,879          千円

追加的総費用

1 632 806人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,777          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,267          

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）



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 ○ 研修への参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○ 報酬の向上を検討する

処遇改善の取組 具体的内容

0 人 平成21年度末予定 相談員数 0 人

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

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数

2 人

0 人

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

2消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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） 相談室の整備、事務用機器の整備等 3,697 981

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

相談室の整備、事務用機器等の購入、業務参考図書の購入

都道府県名 滋賀県 市町村名 近江八幡市

対象経費

平成 21自治体コード 252042

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

１０月から毎月１回、弁護士相談

合計 - 5,553

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者被害法律相談 1,005 240

1,977 -

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 相談時間の延長、相談員の増員 390 390 相談員の増員、時間延長に伴う賃金等

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

冊子の作成、研修会の開催（会場使用料）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の実施、ケーブルテレビ等を通じた啓発等 123 123

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）

謝礼、旅費

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 司法書士、一級建築士、臨床心理士等の活用 60 60

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、行政職員の研修への参加支援 278 183 旅費、参加負担金

⑦消費 活相談員等 ｯ 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） 国民生活センター主催研修年１回、県センター等研修年６回

（強化） 国民生活センター主催研修年２回、県センター等研修年１５回程度、その他関連団体が開催する研修への参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 相談室なし

（強化）
相談室の整備（パーテーションによる２室整備し、テーブルと椅子を設置する。事務用機器（パソコン、プロジェクター、スクリーン等）の
整備、執務参考図書購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

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） 相談員１名

（強化） 平成22年３月から相談員を１名増加。相談時間の拡大およびＰＩＯ－ＮＥＴの即時入力に伴う賃金等。

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） 市広報紙面に月１回啓発記事（Ａ４版、0.5ページ）を掲載

（強化）
①啓発冊子を作成し、出前講座や研修会等で活用する（５００冊購入予定）。②市民消費生活学習会の開催（１回）。③自治会等市民の
集まりに出向き出前講座を実施。

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） 司法書士、一級建築士、臨床心理士等の活用

（強化） 国民生活センタ 主催研修年２回、県センタ 等研修年１５回程度、その他関連団体が開催する研修 の参加支援



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 市民を対象とした弁護士や司法書士による無料法律相談を月１回実施。

（強化）
消費者被害法律相談として、困難事例について相談員が弁護士から専門的なアドバイスを受ける。場合によっては、相談者も同席し、
相談を受ける。

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 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 253             

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 3,576          千円 千円

3,323            千円

追加的総費用

2 239 390

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,977          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,553            千円

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）



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が開催する研修への参加支援を行う。

③就労環境の向上 ○ 相談員を増員し、相談員が１人であることによる心理的な負担を軽減する。

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬を見直す

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

2 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

2消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

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） 相談室の整備 1,200 1,200

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252069 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 草津市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談室の備品整備、執務参考図書購入、プロジェクター購入

-合計 - 6,026

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

6,026

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）

1,200

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増員（１名）、既存の相談員の時間外勤務 1,886 1,886 相談員報酬、共済費等。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発チラシ、出前講座の教材等作成、啓発用シール作成

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、出前講座資料の作成 1,200

380

⑫食品表示・安全機能強化事業 「食のこだわり宣言」啓発 760 760
こだわり宣言作成ラミネート、食品表示・食の安全こだわり宣言を
入れたリーフレット・展示用パネル作成　等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

謝礼

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 顧問弁護士、司法書士、一級建築士の活用 380

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 600 600 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

相談員の研修参加支援（国民生活センターのべ８回程度、県主催研修のべ１０回程度、その他NACS、全相協等が開催する研修に参加）

（既存） 実施していない

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１回、近畿府県３回、県内１回の旅費のみ

（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）

（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）

相談室の１室増に伴う事務用備品の整備。プロジェクター購入。執務参考図書等購入。

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） 相談室２室

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

（強化）

相談員を３名に増員

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） 相談員２名雇用

（強化）

食の安全アクションプランに基づき、こだわり宣言の啓発強化。上記の学習会の対象を一般市民に拡し、啓発の強化、こだわり宣言の啓発強化

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） 食の安全アクションプラン啓発、食の安全市民委員会・食品ウォッチャー学習会や委員会の開催

（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） 実施していない

（強化） 顧問弁護士、司法書士、一級建築士の活用（相談員への助言）



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 2,430          

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 7,882          千円

千円

千円

5,452          千円

追加的総費用

1 1170 1,886人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,026          千円

平成21年度の消費者行政予算 13,908         

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）



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 ○ 県内外で開催される研修への参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の増加（２室→３室）

①報酬の向上 ○ 勤務年数に応じて、単価アップをする

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

3 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

3消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2 人人 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）

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） 相談窓口の利便性の向上。相談窓口の周知。 1,300 1,300

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252077 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 守山市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

機材・事務用機器の設置。参考資料購入。広報紙発行。

-

30

謝金、旅費等

合計 - 2,865

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等専門家の配置等 30 30

2,812

講師謝金、教材費等

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 庁内外ネットワークの活用、各種団体との連携 30

150

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増員（１名） 782 782 報酬、共済費等

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

旅費、教材作成費、教材購入費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の実施、スポット啓発の実施 180

⑫食品表示・安全機能強化事業 研修参加支援、消費者への啓発 70 70 旅費、講師謝金等

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、行政職員の研修参加支援 473 450 研修参加のための旅費、参加費等

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

相談員、行政職員の研修参加機会の充実、県外での研修への参加（宿泊を伴う研修を含む。一人当たりの回数の増）

（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） 相談員、行政職員の研修参加

（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）

（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）

機材・事務用機器（パソコン、プロジェクター等）の設置、執務参考図書購入、窓口周知のための広報紙の発行。

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） 執務参考図書購入のみ

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

（強化）

消費者庁創設に伴い増加が見込まれる相談に対応するために相談員を１名増員する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 庁内外ネットワークの活用

（強化） 庁内外ネットワーク（徴収関係部署、福祉関係部署等で構成する主に多重債務問題への取り組み）の充実のための研修会の開催、各種団体と連携した研修会開催等

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名

（強化）

消費者向けの研修会の開催、一般消費者に配布する食品安全にかかる教材の作成

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） 出前講座の実施、市の広報紙、ＨＰ、有線放送電話での啓発

（強化） 出前講座の充実、スポット啓発の実施（被害の多い手口の未然防止のための啓発）の実施

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 消費者向けの情報提供のみ

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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） 法律専門家等の相談による消費生活相談への対応力強化（事務所での相談、市役所でのケース会議等）

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）
（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 -66             

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 3,501          千円

千円

千円

3,567            千円

追加的総費用

1 504 782人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,812          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,313            

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）



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 ○ 国民生活センターや県、各種団体の開催する研修に可能な限り参加できるよう努め

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

2 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

2消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

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） 相談ブースの設置 314 314

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252085 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 栗東市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

パーテーション、机、椅子等購入

-

謝礼

合計 - 842

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 無料弁護士相談の実施 230 230

842

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）

298

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

啓発品の購入、啓発用ＤＶＤ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 啓発品の購入、配布 298

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 活相談員等 ｯ 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）

（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）

（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）

消費生活相談ブースの設置（パーティション７枚・机１台・椅子４脚・パンフレットスタンド２台）

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） 消費生活相談専用のブース等がないため、課の窓口等で対応しており、プライバシーの確保が困難な状況にある。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 自治会および各種団体への講師派遣（出張出前講座）

（強化） 悪質商法、多重債務等に関する啓発品（冊子７００冊、配布品１，５００個）の配布および啓発用ＤＶＤ（２枚）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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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） 無料弁護士相談の実施（Ｈ２２．１～３にかけて７回開催予定）　※相談時には常時、市の消費生活相談員が同席します。

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 -42             

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 2,949          千円

千円

千円

2,991          千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 842             千円

平成21年度の消費者行政予算 3,791          

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

1消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

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） 機能強化のための事務用機器等の購入 1,005 1,005

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252093 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 甲賀市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

プロジェクター、カタログスタンド購入等。相談電話の機能強化。

-合計 - 1,216

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,210

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）

82

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

消費者教育のための連続講座の講師謝礼等開催経費

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 82

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、担当職員の県内外での研修への参加支援 129 123 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

県開催の研修会に１６回程度参加。国民生活センター主催の県外研修への参加支援。
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） 県開催の研修会に３回程度参加。県外への研修は参加不可。

（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）

（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）

相談用の電話をワイヤレス、ヘッドセット、録音機能付きにする。本庁・４支所の市民来庁窓口に啓発パンフ置き場の新規設置。プロジェクター・カメラ等
事務用機器、啓発用DVD、参考図書、相談窓口周知用名刺カード作成経費等。

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） 消費生活相談窓口は本課に併設して相談に対応

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 市の広報での啓発

（強化）
多重債務や消費者被害の実態を周知するため、新たに消費者向けの連続講座を３回開催する。消費者向けの連続講座に職員も参加
させ、多重債務対策研修を開催する。

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）



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 261             

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 2,639          千円

千円

千円

2,378            千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,210          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,849            

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）



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 ○ 県開催および国民生活センター主催の研修への参加旅費を支援

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○ 相談員が資格を取得した場合に月額報酬を向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

1消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

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） 事務用機器等の購入 1,263 1,236

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252107 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 野洲市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

パソコン、プロジェクター、パンフレットスタンド、書庫等の購入

-

弁護士・司法書士報酬

合計 - 2,801

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 法律専門家を交えた相談や相談者を含むケース検討 40 40

2,658

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）

711

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 ＰＩＯ－ＮＥＴ入力の期間短縮 180 180 相談員の時間外勤務手当

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝礼、ＤＶＤ等の教材購入、啓発パンフレット作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民講座等教育啓発の強化、啓発パンフレット作成 749

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） 相談員の研修参加支援 569 491 相談員の研修参加の旅費、研修(参加)費

⑦消費 活相談員等 ｯ 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 ﾞ ﾟ事業
（既存） 予算がなく、国民生活センターの研修に参加できない。自費で参加することもある。

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）

（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）

相談、検索等に活用できるパソコンを5台導入する。プロジェクターを１台購入する。書庫等の什器を購入する。パンフレットスタンドを7
台購入する。

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）
相談員等に十分な機能のパソコンが配置されておらず業務に支障がある。個人情報を管理する書庫等も不十分である。また、市民へ
のセンター周知も不十分である。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

（強化）

ＰＩＯ－ＮＥＴ入力の期間短縮等を図るため、職員の時間外勤務手当を措置し即日入力を目指す。

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） なし

（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） 市民出前講座等を実施しているが、十分な啓発資料やソフトがない。

（強化）
ＤＶＤソフトを購入し、出前講座等に活用する。消費者リーダーを育成すべく、市民講座等に講師を招へいする。消費被害防止を図り、窓口への誘導を
図る啓発パンフレットを作成し、コミュニティセンターに設置する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

相談員を国民生活センターの研修に１人あたり２回させる他、相談員向けの研修参加の旅費を支援する。

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） 予算がなく、国民生活センタ の研修に参加できない。自費で参加することもある。

（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）

法人募集型

実地研修受入人数 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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） 高度で専門的な相談について、定期的に法律専門家の相談を依頼する。また、相談者を交えたケース検討も行う。

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 -1,002         

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 2,335          千円

千円

千円

3,337            千円

追加的総費用

1 80 180人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,658          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,993            

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）



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開催の研修参加のための旅費、参加費等の支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

1 人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

2消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2 人人 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）

80 謝金、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） 専門家によるレベルアップ研修 100

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） 事務室の改修、センターの周知 2,100 2,100

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252115 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 湖南市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務室の改修、事務用機器の設置、センターの周知用ステッカー等の作成

-

謝金、旅費、弁護士の委嘱

合計 - 3,058

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士等の活用および専門家との顧問契約 330 330

2,971

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）

333

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

消費者講座開催（年１回）、啓発用チラシ、垂れ幕の作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者講座開催および消費者被害防止のための広報・啓発 353

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

謝金、旅費

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） 相談員の県内外での研修への参加支援（１名） 175 128 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催） 専門家による ッ 研修



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

県内外で開催の研修（国民生活センター主催等）に相談員が年間１２回程度参加できるよう旅費・研修参加費を支援する。

（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） 県内外で開催の研修に相談員の自費参加があった。

（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） なし

（強化） 消費生活相談員等を対象に専門家による研修を年１回行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）

新たに相談室を設置する。通話録音機能などを設置する。センター周知のためのステッカーの全戸配布。

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） 相談室と事務室が同じであり、手狭である。事務用機器が不十分である。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） チラシ（自治会／月１回）、出前講座、有線放送（１回）、市広報への出稿（年１回）

（強化） 消費者向け講座を年１回開催する。消費者被害防止のためのチラシ、消費者月間テーマ垂れ幕の作成。

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）

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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） 相談員の相談にのる専門家（司法書士等）による相談会の開催、弁護士との連携強化、高度専門指導。

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 79               

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 2,384          千円

千円

千円

2,305          千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,971          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,355          

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）



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 ○ 県開催の研修および県外研修の参加のための旅費等の支援

③就労環境の向上

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

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1 人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

人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

1消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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） 体制強化のため事務用機器等購入 222 222

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

プロジェクター購入

都道府県名 滋賀県 市町村名 高島市

対象経費

平成 21自治体コード 252123

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

謝金

合計 - 408

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 市主催弁護士等相談所開設 58 58

328 -

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） 相談員の県外での研修への参加支援 128 48 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 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） 国民生活センターでの研修への参加支援（年１回）

（強化） 国民生活センターでの研修への参加支援（年２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） プロジェクターが整備されておらず、借用して対応していた。

（強化） プロジェクター・スクリーンの購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 実施していない

（強化） 多重債務にかかる市主催弁護士等相談所開設

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 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                

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 2,204          千円 千円

2,204          千円

追加的総費用

0 0 0

うち基金（交付金相当分）対象経費 328             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,532          千円

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）



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 ○ 県外で開催される研修への参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

1消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

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） 相談室の拡充（増設）と相談体制の機能強化 1,574 1,557

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252131 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 東近江市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

パーテーション、パソコン購入、センタ－周知用ステッカ－・セン
ター周知用封筒等作成

-

20

講師謝礼、旅費、資料費

合計 - 5,947

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） あらゆる分野からのタイムリーな講座を開催 120 100

5,212

資料作成費

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） 庁内セーフティネットワーク、見守りネットワーク等の連携強化 20

2,510

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、旅費、啓発教材作成費、啓発用品購入・リーフレット
等作成等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者リーダーの育成と市民講師による啓発活動の実施 2,517

330

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示と食の安全に関する「消費者のつどい」の開催 400 400 講演会講師謝金、展示会等経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

弁護士を10月から追加で委嘱（6月×55,000円）

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 顧問弁護士の活用の拡充 990

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） 相談員等の研修参加支援 326 295 旅費、研修参加費

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）

一般職員、相談員の国民生活センター等の研修受講（１名あたり数回）

（既存） 顧問弁護士（男性）１名を委嘱し 相談員同席の無料法律相談を月１回実施している

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） 一般職員、相談員の国民生活センター等の研修受講（１名あたり１回）

（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）

（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）

相談室を２室に拡充し、機能強化を図る。センター周知用のオリジナル封筒・センタ－周知啓発用ステッカ－作成。

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） パーテーションで仕切った相談室１室。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 弁護士を交えての多重債務関連事例検討会（年１回）開催。

（強化） 弁護士を交えての多重債務関連事例検討会（年２回）開催。福祉見守りネットワーク事例検討会（年１回）の開催。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

「食を考えるつどい」を開催し、「食品の裏側」の著者、安部司氏の講演会と食の安全に関するパネル・サンプル展示会等を実施する。

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） ６回講座の「消費生活啓発員養成講座」を開催。消費者情報チラシの自治会回覧（4,100枚）の作成。

（強化） 啓発員養成講座（６回）、啓発員スキルアップ講座（１回）の開催。養成した啓発員による出前講座の実施。保存版リーフレットの作成・配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 食の安全・安心を考える食品糖分テスト、消費生活展での食品表示パネル展示を実施

（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） 顧問弁護士（男性）１名を委嘱し、相談員同席の無料法律相談を月１回実施している。

（強化） 10月から弁護士（女性）１名を追加委嘱し、２名体制とし、相談員同席の無料法律相談を月２回に拡充。



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 予算ゼロの消費者セミナーを年６回開催。

（強化） あらゆる分野から専門の講師を招き、ハイレベルな消費者セミナーを開催。

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 183             

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 6,713          千円

千円

千円

6,530          千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,212          千円

平成21年度の消費者行政予算 11,925         

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）



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 ○ 国民生活センター開催の研修旅費の支援

③就労環境の向上 ○ ワンフロアーの職場から相談業務に専念できる職場に変えた。

①報酬の向上 ○ 資格を有する相談員について、基本給をアップした。

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

2 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

2消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2 人人 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）

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） 相談スペースの整備、備品整備 180 180

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 252140 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 米原市

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談用テーブル・椅子、デジタルカメラの購入

-合計 - 234

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

234

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） 相談員の研修への参加支援 54 54 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

国民生活センターで開催される研修に相談員を年１回参加できるよう旅費、研修参加費を支援する。

（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） 予算措置なし

（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）

（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存） 他課の会議スペースを使用。消費者から持ち込まれた製品を記録する場合、他課のデジタルカメラを借用。

（強化） 相談スペースにテーブル・椅子を購入。デジタルカメラの購入。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 8                

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 2,489          千円

千円

千円

2,481          千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 234             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,723          

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）



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 ○ 国民生活センターでの研修に参加するための旅費、負担金を支援する。

③就労環境の向上 ○ 相談スペースにパーテーションを設置し、個室で相談を受けられるようにする。

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

1 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

1消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1 人人 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）

860

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

事務用機器の設置、住民への窓口周知

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） 消費生活相談窓口の開設。 900

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 253812 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 安土町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 2,147

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

2,000

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）

1,140

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

学習会資料作成。チラシ・パンフレットの作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 学習会の開催、啓発用パンフレットの配布、街頭啓発の実施 1,247

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 活相談員等 ｯ 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）

ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、事務用機器（パソコン、プロジェクター、デジカメ等）を購入し体制整備を図る。窓口周知用パンフレット（全戸配
布：4,200部）、案内表示を作成

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）

（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） なし（担当職員が兼務で配置されているのみ）

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 町の広報紙による啓発のみ

（強化）
消費者学習グループ学習会（６回程度）の開催、出前講座の実施、啓発用パンフレットの作成、街頭（駅前、スーパー前：各1回）啓発に
よるチラシの配布。

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）

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 81               

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 147             千円

千円

千円

66               千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,000          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,147          

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

1,440

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

事務用機器、実務参考図書等の購入。窓口周知用チラシ作成

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） 事務用機器等の購入 1,440

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 253839 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 日野町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 1,500

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,500

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） 担当職員の研修参加支援 60 60 旅費、研修参加費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

担当職員（1名）の資質向上のために県の消費生活センターが開催する研修に参加する。

（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）

ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、事務用機器（シュレッダー、デジカメ等）の整備、執務参考図書購入。窓口周知等チラシ作成（全戸7,000部）。

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）

（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） 担当職員のみの体制（兼務）

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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               

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 46               千円

千円

千円

36               千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,546          

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

30

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

参考図書購入、窓口の看板設置

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） 消費生活相談窓口の新設 30

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 253847 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 竜王町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 130

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

130

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）

100

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 住民向け消費者被害防止のパンフレット配布 100

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 活相談員等 ｯ 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）

（強化）

ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、相談窓口を新設する。周知のための看板設置。参考図書購入。

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）

（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） 職員が兼務で担当している。

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 住民への啓発が不十分（パンフレットの作成等は行っていない）

（強化） 住民向け消費者被害防止のための啓発パンフレット等（パンフレット：500部程度、チラシ：400枚程度）を配布。

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）



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 -13             

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 45               千円

千円

千円

58               千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             千円

平成21年度の消費者行政予算 175             

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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：円） （単位：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） 消費生活相談窓口の新設 23 23 事務用機器の購入、参考図書の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 滋賀県 市町村名 愛荘町

対象経費

平成 21自治体コード 254258

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

合計 - 833

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

833 -

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

チラシの作成、啓発用ＤＶＤの購入、パネル・看板の作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民向け啓発資材、資料の購入 803 803

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） 行政職員対象研修への参加 7 7 PIO-NET研修への参加

⑦消費 活相談員等 ｯ 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） 研修への参加なし

（強化） PIO-NET研修への参加

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） 行政職員が他の業務と兼務しており、窓口としての開設はしてない。

（強化）
ＰＩＯ－ＮＥＴを設置し、体制整備のための事務用機器（パンフレットスタンド、ラミネーター等）の購入。業務参考図書の購入（地域包括
支援センター、行政相談員等に随時貸出。消費者行政担当課所有。）

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）

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）

事業名

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） 町の広報、防災無線による広報のみ。

（強化） ラミネート加工したチラシを活用した啓発コーナーの設置。ＤＶＤ（１～３枚程度）、パネル１枚を購入予定。

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）

（強化） PIO-NET研修への参加



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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                

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 72               千円 千円

72               千円

追加的総費用

0 0 0

うち基金（交付金相当分）対象経費 833             千円

平成21年度の消費者行政予算 905             千円

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

515

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

パソコン、プロジェクター等購入、参考図書購入

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） 事務用機器の購入、業務参考図書の購入 515

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 254410 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 豊郷町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 615

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

615

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）

100

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

啓発資料作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民向け啓発用資料の作成 100

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 活相談員等 ｯ 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）

（強化）

体制整備のため事務用機器（パソコン、プリンタ、プロジェクター、スクリーン等）の購入、参考図書購入

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）

（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） なし

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 住民向け啓発資料の作成

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）

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 -40             

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 33               千円

千円

千円

73               千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 615             千円

平成21年度の消費者行政予算 648             

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

20

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

参考図書購入費

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） 業務参考図書の購入 20

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 25442 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 甲良町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 85

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

85

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）

65

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 65

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 活相談員等 ｯ 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）

（強化）

相談業務に必要な参考図書等の購入

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）

（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） なし

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 高齢者向けパンフ（悪質商法防止、全戸配布、3,000部程度）、若者向けパンフ1,000部程度の作成

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）

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 -                

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

千円

千円

-                  千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 85               千円

平成21年度の消費者行政予算 85                 

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 254436 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 多賀町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-合計 - 363

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

363

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）

360

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

冊子の配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民に向けた消費者被害防止のための啓発 360

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） 担当職員の研修への参加支援 3 3 旅費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

担当職員の資質向上のための研修会参加支援（県内1回程度）。

（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）

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）

（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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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） 悪質商法被害防止のための冊子を作成し、全戸配布（2,500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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 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 -                

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 40               千円

千円

千円

40               千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 363             千円

平成21年度の消費者行政予算 403             

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

平成 21自治体コード 255017 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 高月町

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

-

バス借り上げ料

合計 - 85

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費学習グループ研修会の開催 80 40

42

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） 担当職員の県内での研修会への参加支援 5 2 旅費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費者行政担当職員の資質向上のために研修会に参加する旅費を支援する。（県主催の研修会に職員1名、年2回参加目標）

（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）

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）

（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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

消費学習グループ独自での活動となっている。（高月町消費学習グループは、消費者としてあらゆる事を月1回の定例会で情報交換
し、また現地研修を行い学習しています。）

（強化） 消費学習グループが開催する学習会を町と連携して行う。（町とグループが県外研修会を共同開催し、そのバス借上料として計上してい

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 -55             

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 45               千円

千円

千円

100             千円

追加的総費用

0 0 0人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 42               千円

平成21年度の消費者行政予算 87               

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 0うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0

0

人

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

0 人

0 人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 0 人 平成21年度末予定

0消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人人 平成21年度末予定 相談員総数


