
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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード 281000

機材・事務用機器購入費
執務参考資料購入費

22 年度

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）

9,733            

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）

平成

基金（交付金相当
分）対象経費

神戸市

9,733                

市町村名都道府県名 兵庫県

事業経費 対象経費事業の概要

生活情報センターのもつ機能（相談対応機能、情報発信
機能、教育・研修機能）をそれぞれ強化し、消費者救済、
消費者教育の拠点として充実させる。

講師謝金
講師旅費
会議費・会場借料

旅費
研修費・教材費

⑫食品表示・安全機能強化事業

825               

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。

1,175                1,175            

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。

825                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



①講師謝礼
　 講師旅費
　 講義用教材・図書購入費
　 講義企画委託料（消費者教育支援センター）
　 スクール運営補助委託料
　 講義用情報収集経費（日経テレコン利用経費）
　 論文集作成費
　 カリキュラム策定、募集、事務局運営費
　 研究発表会開催費
　　 （会場借上費，運営費，講師謝礼等）
　 「消費生活マスター」派遣謝礼
　 「消費生活マスター」研修経費
　 「消費生活マスター」からの情報発信等の情報誌掲載料

②収穫イベント運営委託料
　 広報費
　 講演会開催費
　　 （会場借上費、運営費、講師謝礼等）

③広報費
　 事業者委託料
 　プロバイダ契約費（回線使用料は除く、一般財源で対応）
 　啓発資料・ステッカー作成費

18,575           18,035              

①神戸コンシューマー・スクール
 消費者問題の専門家の育成を行う。
　また「神戸コンシューマー・スクール」の修了者を「消費
生活マスター」として登録し、消費生活相談員やくらしの
パートナー等の指導にあたってもらう。

②こうべ食の安全安心サポーターズクラブ
　安全安心な食材への理解を深める活動を行い、子ども
たちの食料を大切にする気持ちを育んでいく。

③悪質商法対策
　電子メールによる被害者速報や悪質商法に関する 新
情報の配信を行い、安全・安心な消費生活を実現する。
また、悪質商法防止や相談窓口の周知に効果的なステッ
カーを配布する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

相談時間の延長及び勤務体制の変更を行い相談窓口の
強化拡充を行う。

商品テスト機器の導入や、パネル展示等により、商品検
査の結果を市民に分かりやすく提供していく。

商品テスト機器購入費

20,371              

5,260                

63,721           

5,260            

消費生活相談員の勤務時間拡大に伴う諸経費
相談時間の延長及び増加する相談に伴う諸経費
（相談時間延長（45分/日，12名）分の報酬額，相談時間延長
に伴い新たに発生した社会保険料事業主負担分，昼休み対応
補助相談員の報酬額，ホットラインの運用開始や新PIO-NETシ
ステムの導入に伴った入力事務補助相談員の報酬額）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業



61,399              -

6,000            

①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（ウォッチャーへの費用弁償）
 　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

②パートナー謝礼金
　 研修会資料作成費
　 研修会会場借上料
　 委嘱状作成費
　 アンケート調査・分析委託料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

①くらしのウォッチャー
　アンケートによる消費者ニーズの収集や条例遵守状況
調査を行ってもらい、条例の事業者への啓発、注意喚
起、指導に繋げる。

②くらしのパートナー
　地域で、消費生活に関する身近な相談相手となる「くら
しのパートナー」を委嘱し、消費者トラブル等の情報収
集、センターへの連絡や解決に向けた支援を行う。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 105,289         

6,000                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

①執務参考資料が十分に揃っていない。相談員専用のインターネット接続パソコンがなく，相談電話を受けながらの検索等ができな
い。
　市民への情報提供・啓発用資料の作成を行うパソコンや，画像データを加工するようなソフト等がない。
　電話相談があった際に，電話回線が埋まっていると話中になるため，その間に簡易な案内サービスを自動再生できたりする装置がな
い。
　相談ブースは現在３つあるが，それぞれが音が外に漏れないような構造になっておらず，来訪相談者のプライバシーを守ることができ
ていない。
②消費生活に関する情報提供を行うための視覚的に訴える装置がない。
③消費者教育用図書やDVDが 新のものがなく，消費者教育・研修機能が機能していない。

①相談対応機能の強化
・執務参考資料を購入するほか、相談員専用のインターネット接続パソコン（電話を受けながらの検索等を可能にする）を導入する。
・パイオネットデータを加工し、表現力を高めた資料を作成する等のため、パソコンやソフト（パワーポイント，Adobeアクロバット，画像処
理ソフト）等を導入する。
・案内サービスの選択・切替機能、話中時の応答機能等を備えたテレホンサービス装置を導入し、相談者の利便性を強化する。
相談ブ 拡充等により 来訪相談者 利便性やプライバ 保護等を図る か イ ウト変更等により個人情報流出防止対策

（既存）

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

（強化）

（既存）

事業名

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（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）

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）

（既存）

（強化）

　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 ニケ シ 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 （34人 52回）

県主催研修など 小限の研修に相談員の自費により参加

・相談ブースの拡充等により、来訪相談者の利便性やプライバシー保護等を図るほか、レイアウト変更等により個人情報流出防止対策
の強化を図る。
②情報発信機能の強化
・メイン展示コーナーに大型ディスプレイ等の機器を導入し、新たに映像情報を用いた生活情報の提供を行う。
・ 新情報を反映させたパネル（契約、製品事故、ヒヤリハット体験、食品等）を制作するとともに、パネル掲示板付のパンフ置台等を導
入し、パネルによる注意喚起や情報提供機能を強化する。
③教育・研修機能の強化
・ 新図書やＤＶＤを購入し、消費者教育センターの機能強化を図るほか、研修室にプロジェクタ等の機材を導入し、研修機能を強化
する。

なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

　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。

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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。（34人・52回）
（強化）



（強化）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

①神戸コンシューマー・スクール
　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育成のため、法律、経営、食料、心理など消費生活に係る分野につい
て、系統的・実践的な講義やゼミナール、及び課題の提示や解決策を提案する研究発表会を行う。
　また「神戸コンシューマー・スクール」の修了者を「消費生活マスター」として登録し、消費生活相談員やくらしのパートナー等の指導に
あたるとともに、教材作りやスクール運営支援等の活動を行う。
②こうべ食の安全安心サポーターズクラブ
　こうべ食の安全安心サポーターズクラブを設置し、農家の指導・アドバイスを受けながら家族で気軽に農作物の植付け、除草、収穫を
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、子どもたちに食料を大切にする気持ちを育んでいく。
③悪質商法対策
　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 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。また、悪質商法防止や相談窓口の周知に効果的なス
テッカーを配布する。

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

なし

（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

商品苦情事例等の事例を情報提供する機能がない。

・相談時間：8時45分～17時30分とし、現在の7時間から8時間45分に延長する。
・相談時間の延長に伴い、相談窓口の強化のため人員増を行う。
・相談員の全部ないし一部を常勤に変更し、継続相談等への対応を可能にし、市民サービスの向上を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

（既存）

・相談時間：９時～１２時、１３時～１７時
・勤務体制：1日あたり12名勤務のところを24人の相談員が交代制で勤務

（強化）

⑭商品テスト強化事業
高解像度のデジタルマイクロスコープ等の導入や、デジタルデータを活用した商品苦情事例のパネル展示等により、商品テストの結果
を市民に分かりやすく提供していく。また、マイクロスコープの市民利用（子供を含む）を促進し、消費者教育にも活用する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（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）

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数

人

①くらしのウォッチャー
・市民から「くらしのウォッチャー」を80人公募し、アンケートによる消費者ニーズの収集や条例遵守状況調査を行ってもらい、条例の事
業者への啓発、注意喚起、指導に繋げる。
②くらしのパートナー
・地域で、消費生活に関する身近な相談相手となる「くらしのパートナー」を全市域において委嘱し、消費者被害を受けトラブルに遭って
も、どこにも相談できずにいる市民の情報を迅速に把握し、生活情報センターへ連絡のうえ、解決に向けた支援を行う。

なし（既存）

年間研修総日数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人日

人

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

20,572            

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 160,759       千円

8,163          

人日

千円207,609       平成22年度の消費者行政予算

142,599       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 18,160         

千円

年間実地研修受入総日数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

-                  

千円

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

21    

対象人員数

千円

61,399         

前年度差千円146,210       3,611          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費



６．市町村の消費生活相談員の配置について

※ただし、1日あたりの勤務人数は12名を下限とする委託契約である。

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

人

人-      

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。

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末

平成21年度末 相談員数

人

○ 平成22年4月より時給1,320円を1,520円に増額する。

うち定数外の相談員 -      相談員数

平成21年度末

平成21年度末

○ センターのレイアウトを業務動線が効率的になるよう変更し、また相談員専用のパ
ソコンを配備する。

処遇改善の取組

①報酬の向上

○

うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 平成22年度末予定

相談員総数

21    

-      

相談員数

24    

-      

平成22年度末予定消費生活相談員の配置 21    24    人相談員総数 人



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 尼崎市 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 28202 平成 22

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）

設計・監理委託料、工事請負費、備品購入費

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相談コーナー、相談室の整備 16,079           16,079              

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 相談員、担当職員が国民生活センターの研修に参加 266               266                   旅費、資料代

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 講演会を開催 54                 54                    講師謝金、レジメ・ちらし作成用紙代

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、啓発資料作成費（印刷費、レジメ・ちらし作成用紙代）

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、市民向け講座の開催 826               826                   

⑯一元的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）

専門的知識を有する者の謝金

合計 - 18,800           18,800              -

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 1,575            1,575                



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）

相談コーナーが狭隘で隣の相談者との間隔が狭く、プライバシーが確保できない。事務室内に仕切りパネルで別途相談スペースを設
けたがプライバシーが十分でない。
個人相談室が離れたところにあり、出入り口が１つしかなく、相談員が強硬な相手に身の危険を感じることがある。
待合スペースにいすがない。相談カードの保管書庫がない。相談員用にパソコンを３台導入したが、相談者が過払い金の計算ができる
パソコンがない。

（強化）

相談コーナーに隣接して相談室を新設し、従来の相談室、相談コーナーを改修する。つい立付のカウンターを導入するなどプライバ
シーを確保する。
備品購入　新設相談室用：つい立３台、折畳テーブル４台、いす１２台、パソコン２台（相談者が自分で過払い金計算を行う際などに活
用）、改修相談室用：テーブル１台、改修相談コーナー用：カウンター３台、待合スペース用：ラウンドベンチ４台、相談カード保管用：スラ
イド書庫１台

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）（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） 相談員４人、担当職員２人が国民生活センター（相模原）の研修に参加（各１回計６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） なし

（強化） 市民を対象に、食の安全安心に関する講演会を１回開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
初めて自分のパソコンや携帯電話を持つ時期に、携帯電話のワンクリック請求等の手口、対処法を説明する中高生インターネット被害防止講座（３０回）
市民を対象に悪質商法、架空請求等被害防止啓発講座を１回実施

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）（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） 相談員が司法書士・弁護士と同席し多重債務等特別相談を実施（５０回毎週火曜日13:00～16:00 第３火は18:00～21:00)

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 1      人

年間実地研修受入総日数 60    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21年度の消費者行政予算 29,114           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,906          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 24,208         千円

平成22年度の消費者行政予算 42,508           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 18,800         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23,708       千円 前年度差 -500         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 23,708       千円 前年度差 500         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21年度末 相談員総数 8      人 平成22年度末予定 相談員総数 8      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 8      人 平成22年度末予定 相談員数 8      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 西宮市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282049

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の拡充及び事務機器の整備 192               192                   相談用参考図書、センター事務用機器の購入費

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）

298               298                   

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、研修受講料

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等が開催する研修会への派遣

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
講演会・講座の開催、啓発グッズ購入、ハンドブックの各
戸配布、啓発用機器の購入、啓発番組の制作・放映

21,553           21,553              
講演会会場借上げ、講師謝金・旅費、啓発グッズ・機器の購入
費、ハンドブック印刷・各戸配布委託料、啓発番組制作・放映
委託料

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

22,043           22,043              

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） ナンバーディスプレー機能なし。相談コーナー用シュレッダーなし。相談用参考図書。

（強化）
ナンバーディスプレイ電話機子機設置４台、プライバシー保護のため相談コーナーへシュレッダー設置１台。パソコンラック、ホワイト
ボード、新たに改正された法律の解説書など既存にない参考図書を購入

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） なし

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） 国民生活センター等が主催する研修会などへの参加支援（宿泊研修4人・日帰り研修延べ11人）

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（その他の出前講座は実施。）既存の講演会は３回開催

（強化）
新規講演会開催（１回）。児童、学生対象、障がい者・高齢者及び介護者対象の講座、「食の安全」セミナー開催。ハンドブックの全戸配布やグッズ配
布による啓発活動（購入予定　ハンドブック220000冊（全戸配布）、グッズ1000個、クリアファイル50000枚（講演会・講座開催時、来場者受講者、小・
中・高校生に配布。））。啓発番組制作・放映。啓発用事務機器（印刷機、プロジェクター等）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）

（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 1      人

年間実地研修受入総日数 60    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21年度の消費者行政予算 42,696           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,934          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40,762         千円

平成22年度の消費者行政予算 63,545           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 22,043         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 41,502         千円 前年度差 740             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21年度末 相談員総数 6      人 平成22年度末予定 相談員総数 6      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 6      人 平成22年度末予定 相談員数 6      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催の宿泊・日帰り研修会などへの参加旅費等支援（延べ１５人程度）

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 芦屋市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28046

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

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事務機器等の整備 1,143            1,143                

パソコン２台　142,000　プロジェクター１台 121,000 　書架　263,000
デジカメ52,000　ナンバーディスプレイ２台　40,000  スクリーン　30,000
保管庫　100,000 執務参考資料 50,000 事務用机・椅子２セット　25400
×２，24000×２ センター案内パンフ246,000

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

100               73                    

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）

国セン 33,200×2人×１回　県3,100×2人×1回　

⑨消費生活相談窓口高度化事業 困難事案について，弁護士等への相談 630               630                   弁護士会委託　50000×12ヶ月×1.05  

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） 国セン及び県開催の研修等に相談員を参加させる

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 安心・安全な消費生活講演，啓発用シール作成 5,115            5,115                
講演会　講師謝金 30,000×3回  旅費 10,000×3回  会場・設備借上
げ 34,500  啓発用シール印刷費 669,000　啓発用冊子購入・配布委託
費 3,432,000  グッズ作成費860,000

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

6 988 6 961

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 - 6,988           6,961              -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） パーテーションだけの仕切りでオープン相談対応、事務機器等が整備されていない。

（強化）
相談スペースを確保し、相談員の机・椅子やパソコン、ナンバーディスプレイ電話機、書架を設置する。プロジェクター、デジタルカメラ、スクリーン、保
管庫等の事務機器を整備し、従来にない参考図書を購入するとともに、センター案内パンフレットを作成する。

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）

（既存） 県や経産省等の研修に年５回参加
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） 県や経産省等の研修に年５回参加

（強化） 国セン及び県開催の研修に相談員を参加    国セン2人×１回　県2人×1回　

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 困難な事案について，弁護士への相談　　弁護士会委託年12回　１回当り２時間  相談員旅費12回

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） くらしのセミナー　３回

（強化）
安全・安心な消費生活をテーマの講演会開催　3回 　・高齢者の被害防止 啓発用シール9,500枚作成(65歳以上世帯）配布　・悪質商法による被害防止強化のため啓
発冊子購入全戸配布 43000部 ・講演会・街頭キャンペーン 啓発グッズ63000個配布し，被害防止のための消費者意識向上を図る。

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21年度の消費者行政予算 7,905            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,905          千円

平成22年度の消費者行政予算 16,752           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,961          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,791          千円 前年度差 1,886          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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン研修・・２人を１回ずつ，県研修・・２人を１回ずつ参加できる旅費支援

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 伊丹市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282073

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
情報収集・提供機能、相談機能を高めるためのＡＶ機器
等の拡充。執務用参考図書の整備。

1,793            1,793                
備品購入費（プロジェクター、パソコン、通話録音装置、輪転機
ほか）、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）

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）

551               524                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員レベルアップ研修会等の開催 601               567                   報償費(講師謝礼)

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費

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 630               630                   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） 相談員の研修への参加（国民生活センター研修等）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活フォーラム、各種講座等の開催。広報特集号の
発行、啓発パネルの作成、ビデオ、リーフレット等の充実
し、消費者教育・啓発の活性化を図る。

10,468           9,421                

フォーラム（講師謝金を含む）実施委託料及び各種講座の講師謝金、
消費者啓発用リーフレット等（7種・42,200部）・参考図書・ビデオ・ＤＶＤ
の購入、広報特集号作成委託（印刷製本・配布）、ﾊﾟﾈﾙ作成、啓発回
覧板作成（印刷製本費、10,000冊）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

14,043          12,935            

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 - 14,043          12,935            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） ＤＶＤ、ＰＣなど新たなメディアを利用した情報提供・収集機能等が不足している。

（強化） 新たなメディアに対応した既存にはないＡＶ機器（ＰＣ、プロジェクター他）、輪転機、参考図書を整備し、情報提供・収集機能、相談機能の充実・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） 相談員、関係職員を対象とした研修会を開催（1～2回）

（強化） 専門家（弁護士）による月例研修会（新規）等の開催（14回）。

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・県等が主催する研究会、研修会への参加支援。（46回）

（強化） 既存の研修等に加えて、国民生活センター等の研修会への参加支援を行なう。（相談員5人）（強化） 既存の研修等に加えて、国民生活センタ 等の研修会への参加支援を行なう。（相談員5人）

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の導入により、相談窓口の高度化を図る。（1年間、回数の制限なし）（平成21年度から継続実施）

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） 各種講座の開催、啓発誌の発行、広報誌のコラム掲載、ＦＭなどによる啓発の実施。

（強化）
消費生活フォーラムの開催（1回）。広報特集号の全戸配布（84,000部）。消費者トラブル予防講座（20回）、消費者教育推進講座（小中学校教師に対
して消費者教育に関する講義や模擬授業を実施）（2回）、消費者団体活性化講座（3回）の開催。啓発パネル作成。参考図書の整備。啓発冊子等の
購入（7種、42,200部）、配布。啓発用ＤＶＤ等の購入。啓発回覧板（10,000冊）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）

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 1      人

年間実地研修受入総日数 60    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21年度の消費者行政予算 12,808           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,293          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,515         千円

平成22年度の消費者行政予算 18,660           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 12,935         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,725          千円 前年度差 -4,790         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21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 5      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

④その他 ○ 弁護士支援制度により消費生活相談を支援する。



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 宝塚市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282146

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 窓口対応用備品等の拡充 2,173            2,173                
相談コーナー用パーテーションの設置/執務参考資料の購入/
電子掲示板の設置/電子複写機の購入

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）

416               268                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 精神疾患相談者等への相談対応等研修会の実施 190               190                   講師謝礼

旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 司法書士による利息引き直し計算等勉強会(3回) 60                 60                    講師謝礼

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等へ
の参加支援

762               762                   

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）

消費生活特別講座講師謝礼、講師旅費、教材費/食の安全安
心フォーラム講師・コーディネーター・パネリスト・司会者の謝
礼、印刷製本費/相談員研修会参加旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

消費者被害防止のための消費者教育・啓発に必要なチ
ラシの作成及び機器等の設置、各種イベントを活用した
消費者啓発事業、くらしのリポーター制度、消費者力向
上のための通信講座の開催(スクーリング３回)食の安全
安心に対して正しく理解を深めるため、消費者を農業体
験させる親子農業体験等を開催

5,885            5,885                

啓発チラシの作成/リーフレットラックの購入/啓発ビデオの購入/ピク
チャーレールの設置/啓発グッズの作成/小･中学校PTA対象出前講座
講師謝金/消費者力向上のための通信講座講師謝金・教材費・研修費
/くらしのリポーター(消費者)活動旅費/関係部局と連携して各種イベン
トで専用ブースを設けて消費者啓発を行うためのテント・椅子代及びイ
ベント時に消費者団体に委託する啓発事業の委託経費(チラシ作成経
費、運営経費、交通費)/広報特集号発行委託経費(印刷製本等)／食
の安心・安全への理解を深めるための親子農業体験等の開催委託経
費(講師謝金、バス借上料、会場借上料、印刷製本費等)

⑫食品表示・安全機能強化事業
消費生活特別講座の開催(1回)、食品表示・安全に係る
相談員研修会参加旅費、食の安全安心フォーラムの開
催(1回)



1,993            1,675                

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

賃金、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、児童拠
出、雇用保険)、費用弁償（旅費）

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 臨時的任用職員の雇用

12,298           11,832              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務等特別相談会の開催 819               819                   特別法律相談会/多重債務相談会の講師謝礼

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） 執務参考図書はあり、パソコン、電話、ＩＣレコーダー、デジカメ、プリンター、リソグラフの整備

（強化）
新たに相談コーナー用パーテーションを設置し、相談スペースを拡張する。消費生活センターに関する情報を市民へ周知するため電子掲示板を設置
し機能強化を図る。また、相談対応用として、執務参考図書「法改正等に係るもの等は既存にはないため」の購入及び相談処理対応に必要な電子複
写機(従前は同フロアーの行政サービスステーションの機器を借用していた)を設置する。

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） 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を実施することにより相談員等のレベルアップを図る

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） 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付いては、全ての相談員が毎年1回は参加できるよう旅費･教材費を負担する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 司法書士を講師として招き、過払いによる利息引き直し計算等の勉強会を開催する。(3回)（強化） 司法書士を講師として招き、過払いによる利息引き直し計算等の勉強会を開催する。(3回)

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） なし

（強化）
消費生活特別講座(食品の安全安心の観点から食品添加物に関連した内容を中心の講演会)の開催(１回)、食の安全に関して多くの市民が不安に感
じている現状の中で、食の安全に関する専門講師を招き講演及びパネルディスカッションを行う「食の安全安心フォーラム」を開催(1回)

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）

消費者啓発をより強化するため、啓発リーフレット整理用ラックの購入やピクチャーレールを新たに設置する。また、広報紙に「消費生活特集号」を組み消費者啓発に向けた広報周知を図る。啓
発用グッズの作成及び各種啓発チラシの作成を通じて啓発の一層の強化やPTＡを対象とした出前啓発講座を開催する。
各種イベントの場を活用した消費者啓発事業として、①各種イベント時において専用ブースを設けて消費者問題啓発を行うためのテント借上料（テント・椅子代等）、②市が主催する各種イベント
を広く活用し、消費者教育・啓発(消費者団体への委託実施)を通じて消費者教育と啓発をより活発化させる。
また、市民に対する消費者力向上のための通信講座を開催する(６月から１０月までの間、スクーリングとして３回程度開催)。消費者能力を高めるため、市内の店舗等に出向き価格や販売されて
いる商品の表示方法等のチェックを行うなどにより、普段の消費行動を見つめ直し生活情報を収集するくらしのリポーター制度を実施する。
食の安全安心について正しく理解するために、消費者が農産物の栽培から収穫、流通等を学び、安全安心な食材への理解を深めることを目的として、親子農業体験等を開催する。

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） 相談員（臨時的任用職員）1名を４月から雇用し、増大する業務に対応する。

（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）
多重債務相談会の開催(昼・夜間それぞれ月1回開催、4月～翌年3月)、特別法律相談会の開催(年2回)（いずれも相談員または消費者
行政担当職員が同席で実施する）

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      1,540          人時間／年 1,675              

平成21年度の消費者行政予算 32,188           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,024          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 29,164         千円

平成22年度の消費者行政予算 40,927           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,832         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 29,095         千円 前年度差 -69             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21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 6      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 6      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 川西市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28217

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

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 2,528            2,528                
事務用設備什器、パンフレット印刷費・配布経費、センターPR
マグネット印刷費

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 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ） 職員 相談員 象 座( ) 師謝金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

214               140                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） センター職員・相談員対象講座(１回) 20                 20                    講師謝金

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 630               630                   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）
相談員等の国セン研修参加（２名）、相談員等県内研修
参加（５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
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

4,080            3,530                
セミナー等講師料、講座受講者配布冊子購入費、悪質商法お断りス
テッカー及び高校生向け冊子印刷費、啓発パネル購入費、市内啓発
巡回委託料、ＨＰコンテンツ作成委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,352            1,352                

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

相談業務委託料（報酬・事務費）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
増加が見込まれる消費者相談に対応するため委託
による相談員を1名配置

8,824            8,200                

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）
ハイカウンター（２台）、容量の小さいシュレッダー（１台）、パンフレットスタンドが少なく（２台）カウンター上にパンフを設置、待合スペース
１人分、パーテーション４台あり

（強化）
ローカウンターにイスを設置し、簡易な相談を座って行う、機密文書の大量廃棄に対応するため大型シュレッダーを設置、相談コーナー
が満室の場合の待合スペースとして簡易な応接セットを設置、雨天時の傘収納（相談者用）、パンフレット類の整理棚、センターＰＲ用と
してパンフ（7万部：全戸配布）及びマグネットシート（1万枚：転入者用他）を配布、住宅地図（1冊）

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） なし

（強化） センター職員・相談員対象講座(１回)

⑧消費生活相談員等 ﾞ ﾟ事業
（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）

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 （３人／３回）

（強化） 県等主催研修(５人／１０回）、国セン主催専門事例講座等（２人／３日コース）、

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。４月～３月、必要に応じて随時相談）

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） 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）

消費者力パワーアップセミナー（１０回コース）、教員対象研修（１回）、講座受講者配布用資料（１００冊）、悪質商法お断りステッカー（４万枚）、若者編啓発冊子（２千
部）、消費者力検定、幅広い年齢層への働きかけをするためには、あらゆる啓発媒体の活用が必要であることから、業務委託により「よくわかる、何度でも見たくなる、親し
みながらためになる」ＨＰに刷新するとともに、巡回車でタイムリーな注意喚起(予め録音した内容をスピーカーで流す、車にはセンター表示板を貼付)を行う（業務内容：1
名、1日7時間、年１５０日※ＨＰ業務と巡回業務の具体的な日程は未定）、啓発パネル（Ｂ２版アルミフレーム５枚）

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） 非常勤嘱託相談員３名（）

（強化） 消費者ホットライン等により増大する相談に対応するため委託による相談員１名増員（Ｈ２２．５～）

（ 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）

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）

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 1      人

年間実地研修受入総日数 60    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      1,008          人時間／年 1,352              

平成21年度の消費者行政予算 13,253           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,884          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,369         千円

平成22年度の消費者行政予算 18,807           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,607         千円 前年度差 -762           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21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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 ○
従来、簡易な相談の場合、カウンター越しに立ったまま行っていたが、新年度から
はローカウンターで双方がイスに腰掛けて対応することとする。

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



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 三田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28219

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
出前講座や消費行政啓発などに使用する消費生活専用
車の配置

1,800            1,800                消費者行政専用車両の購入

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）

435               206                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修参加旅費、教材費、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） 相談員等が国セン・県主催研修への参加

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 各区回覧板等にて消費者相談窓口、悪質商法などの啓発 4,377            4,030                

回覧板作成2,000千円（印刷費）、スポットCM515千円（委託費）、消費
生活番組672千円（委託費）、ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成150千円、ｷｬﾗｸﾀｰ作成・ﾎｰ
ﾑﾍﾟｰｼﾞレイアウト等変更費126千円、ｷｯﾋﾟｰﾋﾞｼﾞｮｵﾝによる啓発費367千
円、講座等200千円（講師謝金）

⑫食品表示・安全機能強化事業

777               777                   

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

非常勤相談員報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者庁創設に伴う相談業務の増加に対応するため相
談員1名を新規雇用

7 389 6 813

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 - 7,389           6,813              -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） なし

（強化） 出前講座や消費啓発事業などの交通手段として使用する消費生活専用車の配置

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） 相談員１人が年１回国セン研修に参加、

（強化） 国セン、県などの専門研修に相談員等が参加。(国セン５回⇒相談員4人、担当職員1人、県内外１８回⇒相談員4人、担当職員2人)

（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） 自治会、婦人会、老人会など年8回程度の出前講座の開催。

（強化）
自治会、婦人会、老人会など年25回程度の出前講座の開催。区回覧板３０００部、20秒スポットCM（月～金１日１回、年240本）、消費生活番組（３分番
組、週１回、年52本）、消費ｾﾝﾀｰ市民啓発用うちわ作成2000本、ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成（多重債務関連4000部、悪質商法関連4000部）、市消費者行政のｲﾒｰ
ｼﾞｷｬﾗｸﾀｰを作成し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等に登場させ啓発の強化を図る。ｷｯﾋﾟｰﾋﾞｼﾞｮｵﾝによる啓発事業を実施。

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） 4人の相談員で対応

（強化） 消費者庁設立に伴う相談相談業務の増大に対応するため相談員１名の雇用（H22.9～）

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

1      609             人時間／年 777                

平成21年度の消費者行政予算 15,957           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,794          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,163         千円

平成22年度の消費者行政予算 21,659           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,813          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,846         千円 前年度差 683             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21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 5      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 5      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額５千円、約４％の報酬アップを実施（130千円／月→135千円／月）

②研修参加支援 ○ 研修に参加するための旅費を支援

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 猪名川町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28301

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談室の整備,啓発用機器の整備 2,469            2,469                
パーテーション設置・ドア設置工事費、相談用机、椅子、ロッ
カー、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台

事業名

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）

440               141                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費、研修費、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） 相談員研修参加支援

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 啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、出前講座の実施 2,148            2,000                
啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾘｰﾌﾚｯﾄの購入経費、啓発グッズ購入経費、出
前講座講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

870               870                   

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、社会保険、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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

5,927            5,480                

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） 相談員用パソコンや留守番電話付き電話機の設置、カメラ購入

（強化） 専用相談室（１室）の整備並びに、それに伴う机ロッカー備品購入並びに、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰの購入

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） 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（6,０００部）、悪質商法被害事例リーフレット（6,０００部）の購入（消費生
活センターの連絡先等を入れたものを作成・購入）や啓発用グッズ（ｸﾘﾔﾎﾙﾀﾞｰ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟ・ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ）の作成・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） 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として、相談員の勤務日数を年５２日増（月平均１２日を１６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）（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      403             人時間／年 870                

平成21年度の消費者行政予算 3,732          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,343          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,389          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,977          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,480          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,497          千円 前年度差 -892           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 1      

④その他

②研修参加支援 ○

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

研修参加機会増加に伴う旅費、負担金の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成２２年度より日額１0，３９０円に増額



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）

年度

事業経費

センターの備品等整備

事業の概要

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2,586                

平成 22都道府県名 兵庫県 市町村名 豊岡市 自治体コード 28209

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

2,586            

①消費生活センター機能強化事業（新設）

公用車、ワイヤレスアンプ、パソコン、デジタルカメラ、執務用図
書

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

748               国センの研修、県や弁護士会等が主催する研修への参加

弁護士等委託料

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

10,873           

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）

4,500            

126               弁護士等専門家相談⑨消費生活相談窓口高度化事業

2,913            

消費者被害防止啓発
啓発用備品購入（書画カメラ、プロジェクター、スクリーン等）啓発用パ
ンフレット等購入、ＦＭ放送委託、資料配布委託

10,663              

4,472                

-

相談員の報酬（４月～３月）、社会保険料、費用弁償（通勤旅
費）、常勤職員の時間外手当

旅費、研修費、教材費722                   

2,757                相談員報酬、職員の時間外手当

126                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

あり（県開催の研修会１回参加）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

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）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 公用車なし、ワイヤレスアンプなし、パソコンなし、デジタルカメラなし　　

（強化）
公用車（放送設備・防犯用青色回転灯設置）、講演会等実施のためのワイヤレスアンプ、相談員の相談業務用パソコン、消費者事業記
録用デジタルカメラ購入、既存にはない執務参考図書購入

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）

（強化）

（既存）

（強化）

国セン研修（1人×2回）、県基礎研修（1人×45回）、県レベルアップ研修・弁護士会等開催の研修（2人×6回）への参加

なし
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

相談員を設置（1名）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

あり（啓発資料リーフレット1,000部、啓発資材1,000個購入）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）
⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（強化）
啓発用備品購入（既存資料等を映像化して市民に啓発を行う…書画カメラ１式）、啓発資料（35,000部）を購入し全戸配布・出前講座等で啓発する。隣保回覧板3,300
本購入配布。ＤⅤＤ購入（2本）。展示用パネル作成（10本）。ＦM放送で啓発放送委託（アドバイスコーナー等）、啓発資料配布業者委託。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

解決困難事例等に対する弁護士等の専門的知識を有する者の見地を相談員が活用する（1回1時間×6回）

（強化）

相談件数の増加に伴い２１年度から新規に相談員を雇用し相談業務、PIO-NET入力作業等を行う（21年度から継続実施）。業務増加に伴う常勤職員の時間外手当。

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）

実地研修受入人数

人日年間研修総日数

（既存）

人

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）

年間実地研修受入総日数

（既存）

自治体参加型

法人募集型

人

実施形態

参加者数

研修参加・受入要望

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（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

90                 

平成21年度の消費者行政予算

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,583          

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,757              

千円

千円6,705            

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

10,663         

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数

4,122          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

1,968          2      

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

千円

11,959           

324               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,296          千円前年度差 -2,826         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

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成21年度末

平成21年度末

人2      相談員総数

-      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

平成21年度末消費生活相談員の配置 相談員総数

うち定数内の相談員

2      

○ 相談員の報酬月額を5,300円のアップ

2      

-      

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成21年度末 相談員数

うち委託等の相談員 -      

○

○ センター用公用車・備品等の整備

人

人

人

2      

-      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

人

国センの実施する研修、県・弁護士会等開催の研修への参加

具体的内容

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 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 22

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）

相談室のロッカー、エアコン(現在相談室にエアコンがないため)、パソコ
ン(たじま消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝで使用)、車等購入

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） 消費生活センターの機能拡充（相談室の拡充等） 2,046            2,046                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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 560               560                   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）

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・シール購入費、プロジェクター等購入費

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啓発 3,000            3,000                

⑯一元的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 2,755            2,755                相談員の報酬・費用弁償・社会保険料・常勤職員の時間外勤務手当

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 - 8,361            8,361                -

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） 相談室改修、机・椅子等の購入、窓フィルムの添付等。パソコン、レターケース等の整備。

（強化） 相談室の設置拡充（ロッカー、エアコン、パソコン）、車（出前講座及びたじま消費者ホットラインに使うため）等購入

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） 行政職員（兼務）が参加

（強化） 相談員１名を月１回研修に参加できるよう旅費を支援

（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） 広報誌に啓発記事を不定期掲載

（強化） 新成人300人に対しパンフレット配布、シールを10000世帯に全戸配布、出前講座のための機材（プロジェクター・パネル等）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） 相談員１名及び職員２名により増加した業務に対応（平成21年度から継続実施）

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

3      1,964          人時間／年 2,755              

平成21年度の消費者行政予算 4,070            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 91                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 870             千円

平成22年度の消費者行政予算 8,583            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,361          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 166               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 222             千円 前年度差 -648           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 朝来市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282251

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談員等活動の強化 2,665            2,665                

活動用車両の配備、事務機器の設置（プロジェクター、スクリー
ン、ＤＶＤプレーヤー、ワイヤレスアンプ一式）、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(リーフレットの
作成用紙代）

事業名

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

655               655                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

166               166                   

研修参加旅費、報酬、社会保険料（雇用主負担分）

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）

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） 相談員の国セン研修、県内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 消費者被害防止のための啓発 1,155            1,155                
パンフレット購入費、パンフレット作成印刷経費、出前講座用資
料作成経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,152            2,152                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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）

6,793            6,793                

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） 相談室を設置、備品（机、いす、パソコン、スタンド等）の設置、執務参考資料あり

（強化）
センター等へ出向くことが困難な相談者のための訪問相談、市役所各支所への巡回、出前講座等の活動のため、新たに活動用車両の配備。
相談員の活動強化のため事務機器購入（プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤプレーヤー、ワイヤレスアンプ一式）
法改正等に係るもので既存にはない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：１０００部の作成）

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）

（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） 相談員養成の実務的研修に参加させる（相談員１名）

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 ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（ 修参加支援）
（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） 国セン開催の研修及び、県内での研修へ参加できるよう旅費を支援　（相談員１名）

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）、小・中学生向け教材の作成（3,000部）、自治会・老人会等を対象に消
費者被害防止に向けた出前講座の開催

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） 増大する相談に対応するため消費者行政担当者の配置（非常勤職員１名）（H22.1～）（平成21年度から継続実施）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（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

1      1,378          人時間／年 2,152              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,999          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 509             千円

平成22年度の消費者行政予算 7,071            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,793          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 278             千円 前年度差 -231           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 香美町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28585

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談窓口機能強化             4,326                 4,326
専用電話回線工事、事務機器購入・執務参考図書購入、消費
者行政用公用車購入

事業名

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）

851               851                   報酬、社会保険料、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）
実務研修参加者支援（ひょうご消費生活相談プロフェッ
ショナル塾受講）

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

1,772            1,772                

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

報酬、社会保険料、旅費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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
を1名新規雇用（本庁）

6,949            6,949                

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） 消費生活相談員の配置、相談専用電話なし。 執務参考図書なし。

（強化）

①新規に消費者相談員（非常勤嘱託員）を本庁町民課に配置。　配置に伴うロッカーの購入、相談専用電話の設置や新たに改正された法理の解説
書など既存にない執務参考図書の購入。　相談者のプライバシー保護のためのパーテーション設置。　消費者啓発用ビデオ・DVD、テレビ・DVDプレ
イヤー、啓発チラシ用用紙や出前講座等で使用する為のプロジェクター、スクリーンやワイヤレスマイクシステムの購入。　消費者相談事務で使用する
通話録音装置、ＩＣレコーダー、シュレッダーの購入。　消費者行政用公用車（車載用ｱﾝﾌﾟ・スピーカー付）購入。　相談窓口案内板・看板の設置。
②地域局（２カ所）でも消費生活相談に対応するため、保管庫、消費者啓発用ビデオ・DVD、テレビ・DVDプレイヤー、ＩＣレコーダーを設置するととも
に、相談窓口案内板・看板を設置。

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） 実務研修参加支援　　ひょうご消費生活相談プロフェッショナル塾受講（１名、研修日数　５０日）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

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） なし

（強化） 増大する業務に対応するため、消費者相談員（非常勤嘱託員）を新規に1名配置（平成２２年４月～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（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

1      1,362          人時間／年 1,772              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 962             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 143             千円

平成22年度の消費者行政予算 7,588            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,949          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 639 千円 前年度差 496 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 639           千円 前年度差 496           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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 新たに消費生活相談員を配置（平成２２年４月～）



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 新温泉町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

285862

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口の拡充 2,722            2,722                啓発用TV・ビデオ・マイク・アンプ・スピーカー・書籍等

事業名

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）

538               538                   

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）

日当8,150*50日+社会保険55,550+旅費76,000

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） 相談員養成研修への参加（１名）

470               470                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

出張旅費・道路通行料・有料駐車場使用料

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門家への相談研修 120               120                   専門家謝礼

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 玄関前ステッカー配布 360               360                   各世帯玄関貼付用ステッカー配布（悪質業者お断り）

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,019            2,019                

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

報酬、社会保険料、時間外手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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

6,229            6,229                

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） 専任相談員１名を採用。21年10月に相談窓口開設。出張相談・啓発用の車両整備。参考書籍・パソコン整備・窓口開設チラシ配布

（強化）
チラシ・パンフ等窓口開設について更に広報。啓発事業資機材（テレビ・ビデオ・マイク・スピーカ等）を整備し出前講座充実。法改正等
に係る参考書籍追加購入。

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） なし

（強化） 消費生活サポーター養成講座（中級）を受講させる。

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）

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。

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） 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） なし

（強化） 相談員だけでは処理が難しい案件について、相談員が司法書士等の助言を受けられる体制を整備。（１回30分　24回）

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） 各世帯へ玄関貼付用の悪質商法撃退ステッカー配布。6,000枚

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（平成２１年度から継続実施）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（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

4      1,639          人時間／年 2,019              

平成21年度の消費者行政予算 3,687            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 78                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,301          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 386             千円

平成22年度の消費者行政予算 7,279            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,229          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 175               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,050          千円 前年度差 664             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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 篠山市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282219

事業の概要

平成

　 　

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

　

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 各支所における相談窓口の開設 1,670            1,670                消費者行政専用公用車の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設） 　

579               579                   

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）

報酬、旅費、社会保険料

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）

99                 78                    

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） 相談員等の研修参加支援

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 啓発用シール・回覧板作成、消費生活サポーター育成 1,821            1,821                印刷製本費、委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,592            1,585                

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

報酬、社会保険料、費用弁償（通勤旅費相当）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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
を1名新規雇用

5,761            5,733                

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） 相談室を設置。展示パネル、スタンド、テーブル、パソコン等を設置。

（強化） 各支所（５カ所）出張相談窓口を開設するため専用車両を購入する。

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） なし

（強化） 新たに相談を担える者を１名養成するために実務的研修に参加（ひょうご消費生活プロフェッショナル塾研修1人×50日）

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

（強化） 研修会への参加1人×12日、国セン研修会1人×1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）
啓発用シール各戸配布(17,000部）、啓発用回覧板隣保配布（3,500部）、地域において消費者被害防止のための啓発等を行う「消費生
活サポーター」を育成する。

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1名

（強化） 平成２２年４月から、相談員を2名体制とし、消費生活センター開設日を4日から5日とする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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

1      1,200          人時間／年 1,585              

平成21年度の消費者行政予算 4,768            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,921          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,847          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,099            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,733          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,366          千円 前年度差 -481           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 2      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の増加及びそれに伴う旅費の支援

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 丹波市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28223

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談員の相談事例に対応するための資料として 30                 30                    相談員関係図書30,000円

事業名

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）

国民生活センター研修会参加旅費＠50 000×3回

267               235                   

国民生活センター研修会参加旅費＠50,000×3回
育成支援コース（参加費20,000円、@3,640×5日=18,200円大阪）
専門2日ｺｰｽ（@3,160×2日=6,320円神戸市）
基礎講座（参加費20,000円@4,000×5日=20,000円京都）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 困難事案について弁護士等への相談 225               225                   専門家謝金及び旅費5回（@40,000+@5,000）×5回=225,000円

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、各種研修会への参加支援

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
消費者被害未然防止用ﾁﾗｼ、啓発グッツ等の作成・広報
誌掲載、消費生活サポーターの研修

6,081            5,317                

啓発ﾁﾗｼ24000世帯(、印刷用紙26,800円街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ啓発用品@150
円×300個×1回）
消費生活サポーター事業(「くらしの豆知識@500×５０名、講師謝
金及び旅費55,000円会場費10,000円、資料代15,000円)
啓発用訪問販売お断りｼｰﾙ@50×50000=2,500,000円
悪質商法等啓発用ｶﾚﾝﾀﾞｰ@110×24000世帯=2,640,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,944            1,944                

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

報酬１５６０千円、費用弁償180千円、社会保険料２０４千円

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 新たな相談員の設置

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 8,547            7,751                -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） 消費生活相談事例集がないため、助言に苦慮している

（強化） 消費生活相談員が相談事案に対応するため、相談事例等の図書を購入し相談者への活用を図る

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）

（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） 消費生活相談専門員の資格者がいない

（強化） 非常勤で消費生活相談員を配置するが、資格取得のために各種研修参加への支援を行う（1人、延べ１2日）

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） 国民生活センターが開催する研修会に予算がないため参加できない

（強化） 国民生活センターが開催する研修会に参加するための旅費を支援(1人、3回)

（既存） 困難事案の相談に いて専門家 の相談に係る予算がないため対応に苦慮していた
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 困難事案の相談について専門家への相談に係る予算がないため対応に苦慮していた

（強化） 困難事案の相談について専門家への相談に係る予算を計上し、対応ができるように支援

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） 広報誌や防災行政無線での周知では消費者に情報が伝わりにくい、情報を伝達するサポーターが不足

（強化）
消費者被害未然防止のため全世帯にﾁﾗｼの配布、消費者の日などによる街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝでの啓発グッズ（の作成及び配布
消費生活情報を地域に伝達する消費生活サポーターの登録と研修会の開催、訪問販売お断りｼｰﾙ（50000部）やｶﾚﾝﾀﾞｰ（24000部）の
配布により被害防止に役立てる

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） 消費生活相談員１名

（強化） 平成22年4月より消費生活相談員を１名増員し、相談業務の充実を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（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      1,581          人時間／年 1,944              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 726             千円

平成22年度の消費者行政予算 8,547            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,751          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 796             千円 前年度差 70               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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 2      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 洲本市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282057

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
相談員用ﾊﾟｿｺﾝ１台、看板製作用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ１台、
講座用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台

550               550                   パソコン１５０、プリンター３００、プロジェクター１００

事業名

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）

737               737                   

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）

座学２０日、実施研修３０日の相談員の報酬・社会保険料・旅費⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 県の中級の研修を相談員１名が受講する 737              737                 

61                 61                    

座学２０日、実施研修３０日 相談員 報酬 社会保険料 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） 県 中級 研修を相談員１名が受講する

旅費（神戸）

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） 担当者１名が受講する

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
消費者研修講座50回、啓発用ＤＶＤ５本、啓発冊子（11,500部）
の作成配布、被害防止用ステッカー２０，０００枚

3,154            3,154                
講座講師謝金・旅費、ＤＶＤ購入，啓発冊子作成費(印刷製本
費)、シール購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,970            1,970                

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

嘱託員報酬、社会保険料、時間外手当、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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
を１名配置する

6,472            6,472                

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） 事務室の電話回線を消費者ホットラインとの併用回線に改修、電気設備改修

（強化） 相談員用ﾊﾟｿｺﾝ１台、看板製作用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ１台、講座用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台を整備する

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）

（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） Ｈ２１年度は初級を１名受講した

（強化） 本年度は中級の研修を相談員１名が受講する

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）

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）
消費生活相談業務を担当する職員１名が国民生活センター消費生活相談員養成講座基礎コース、全国消費生活相談員協会消費生
活専門相談員資格取得講座を受講する

（強化）
活専門相談員資格取得講座を受講する。

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） 新成人用啓発冊子の配布

（強化）
消費者研修講座の開催（50回）、若年者・高齢者等（11,500部）への啓発冊子配布する、啓発用ＤＶＤの購入、悪質な訪問販売を未然
に防ぐためのシール配布（全世帯20,000枚）

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） 複雑多様化する相談の増加に伴い新規に嘱託職員として相談員1名を平成２２年４月から雇用し、相談業務、PIO-NET入力作業等を行う。

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 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

1      1,630          人時間／年 1,970              

平成21年度の消費者行政予算 2,250            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（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22年度の消費者行政予算 7,064            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,472          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 592             千円 前年度差 22               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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定

平成22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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21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 ○ 新たに消費生活相談員を配置（平成２２年４月～）



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 南あわじ市 自治体コード 282243 平成

対象経費

22 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの機能強化 4,344            4,344                公用車、事務用機器の購入

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）

1,494            1,494                

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）

報酬、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） 相談員養成の実務的研修への参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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 消費者被害防止の為の啓発 801               801                   啓発シール作成（印刷）及び新聞折込手数料

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,248            1,248                

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

相談員の賃金

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者庁創設に伴い増大する業務に対応するため、消
費生活相談員を2名窓口に配置

8,067            8,067                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等の専門家を活用し消費生活相談の強化を図る。 180               180                   講師謝礼

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） なし

（強化）
消費者センター開設に伴い消費生活相談員の出前指導等（公民館・独居老人世帯）の公用車。消費生活相談員の事務機器。
（通話録音装置、大型シュレツダー、パソコン2台、プリンター、プロジエクター、スクリーン、事務机、インターネット専用回線、鍵付きロッカー）

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） 新たに相談を担える者を１名養成するため実務的研修（初級）に参加。初級研修経験者のレベルアップの為、中級研修に1名参加。

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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） なし

（強化） 新たに全世帯向けの悪徳商法被害防止の為の啓発シールを印刷作成。新聞折込で配布。

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） 相談員なし

（強化） 消費者ホットライン参加により増大する相談に対応するため、消費生活相談員を相談窓口に2名配置（平成２２年４月～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（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） 消費生活相談員が処理困難な相談事案を相談者と同席し弁護士、司法書士から助言を受け多重債務相談等への対応力向上を図る。

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

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

2      1,248          人時間／年 1,248              

平成21年度の消費者行政予算 1,712            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,099          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 613             千円

平成22年度の消費者行政予算 8,680            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,067          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 613             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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 2      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 新たに消費生活相談員を２名配置（平成２２年４月～）



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 淡路市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282260

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
消費生活センターの相談業務拡充のための備品を購入
する

4,800            4,800                
相談員用公用車、デジタルカメラ、プロジェクター、スクリーン、
パソコン購入代

事業名

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）

672               672                   

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）

研修に参加した消費生活相談員の賃金、社会保険料、旅費⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 消費生活相談員1名を自治体参加型研修へ参加させる

100               100                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

一般職員、相談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） 消費生活センター2名を研修へ参加させる

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 悪徳商法等注意啓発のためのパンフレット等を作成する 908               908                   パンフレット作成（印刷製本費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,172            3,172                

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

任期付短時間勤務職員2名の賃金、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
消費生活相談業務増加に備え、消費生活相談員2名を
雇用

10,318           10,318              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活相談員では対応困難な相談を弁護士へ委託する 666               666                   委託費用、交通費費用弁償

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） 平成21年度時点では、消費生活業務は市民課市民相談係の一部の業務であるため、相談員等の公用車や、啓発のための備品等はない。

（強化）
平成22年度から消費生活専門係（消費生活センター）を設置するため、それに伴い相談員等の移動のための公用車、啓発に利用する
プロジェクタ等を購入

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） なし

（強化） 平成22年度では、初級コース修了者を中級コースへ参加させる。

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）

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） 平成22年度では消費生活専門係職員2名を研修へ参加させる。化 平成 年度 消費 活専門係職員 名 研修 。

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） 市からは防災無線により「悪徳商法等の被害に気をつけるよう」の放送により呼びかけ。　　また、消費者団体を通じ間接的に啓発。

（強化） 平成22年度では悪質商法防止啓発等のパンフレットを作成し、全世帯へ配布する。（２種類程度を予定）

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）
平成21年11月から消費生活相談員を１名雇用。平成22年度から消費生活専門係が設置されることにより、消費生活相談が増加すること
が予想されるので、平成22年4月に補佐的な相談員を1名雇用。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（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） 平成22年度では消費生活相談員で対応困難な相談を弁護士へ委託する

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

2      2,807          人時間／年 3,172              

平成21年度の消費者行政予算 2,785            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,758          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,027          千円

平成22年度の消費者行政予算 12,298           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,318         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,980          千円 前年度差 953             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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 2      

④その他

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



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）

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費

5,000            ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

対象経費

自治体コード姫路市 282014 平成 22

啓発用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ・専用パソコン他備品購入5,000                

年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活センター機能拡充用備品

事業名

都道府県名 兵庫県 市町村名

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

25 515

消費者見守り事業

センターだより作成（印刷費：500,000円）、啓発用冊子作成5,000部（印刷費
300,000円）、見守り者研修（講師:謝金300,000円）、広報の拡充(回覧板の作成・
配布20,000部：4,000,000円、ラジオ広告委託料：2,929,000円、啓発用ｴｺふろしき
5,000枚：1,050,000円、啓発用エコﾊﾞｯｸﾞ10,000個：2,310,000円、ｼｰﾙ印刷10,000
枚：735,000円、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ広告委託料：1,638,000円、電光掲示板広告委託料：
1,970,000円、高齢者向情報誌広告：1,071,000円、啓発用ﾏｸﾞﾈｯﾄ20,000個：
800,000円）

17,603              

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

　

2,912                

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

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）

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応するため、相
談員等２名を増員

報酬、費用弁償、社会保険料

25 515

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

17,603           

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

2,912            

-- 25,515          25,515            合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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

（既存）

（強化）

（既存）

啓発用ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝの購入、専用パソコン・ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾗｯｸ・端末用ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ、消費者情報をタッチパネル式情報端末
でわかりやすく市民に情報提供する（相談情報画面作成）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（既存）

事業名

相談用ブース・ローカウンター・パーテーション設置、相談員用多機能電話の購入、ＤＶＤ、デジタルカメラ等の備品購入

（強化）

（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）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

H20年度末　・生活情報誌（センターだより年４回2色刷、12,000部作成）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

（既存）

「消費生活センターだより」を消費生活情報誌へと改編（関連機関と連携し安全安心情報等掲載、年4回ｶﾗｰ40,000部作成）・見守り者向け講座の実
施（年6回程度）・啓発用冊子作成(5,000部)、広報の拡充(回覧板の作成・配布、ラジオ広告、啓発用ｴｺふろしき・エコﾊﾞｯｸﾞ作成、ｼｰﾙ印刷、ラジオ・
ケーブルテレビ広告委託料、電光掲示板、高齢者向情報誌への情報掲載、啓発用ﾏｸﾞﾈｯﾄ作成）

消費生活相談員５名

（強化）

（強化）

（強化）

増大する相談業務等に対応するため平成２２年４月から相談員の増員（1名増）、平成２２年１０月からPIO－NET入力補助者1名

（強化）
⑰消費者行政活性化 リ 事業（連携強化）



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）

人

人日

人日

研修参加・受入要望

（強化）

年間実地研修受入総日数

（強化）

年間研修総日数

（既存）

人

法人募集型

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

自治体参加型

参加者数

実施形態

実地研修受入人数

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

2,352          2,912              

千円11,620           

対象人員数

人時間／年2      

千円

-                  

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

平成22年度の消費者行政予算

5,000          

千円

31,778           

-                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,620          

追加的総業務量（総時間）

25,515         

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 -357           前年度差6,263          



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

○

①報酬の向上

④その他

研修機会の増

具体的内容

平成21年度末

多機能電話一式・相談員専用パソコンの設置

○

相談員総数

人

人

相談員数

相談員数平成21年度末

人

平成22年度末予定

平成22年度末予定

人

人

人相談員数

平成22年度末予定

6      平成22年度末予定5      

うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末

平成21年度末

人消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数 人

5      6      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）

兵庫県 市町村名 市川町 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 28442 平成 22都道府県名

パネルスクリーン・事務用機器・研修会・啓発用機器の購入、消
費者行政専用公用車の購入、相談室空調整備工事費、相談
室ブラインド新設費

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） センター機能強化のための備品購入 4,035            4,035                

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）

④消費 活相談 ッ 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）

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） 職員等の研修参加による機能強化 73                 73                    旅費　７３３６０

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）

講師謝金　２００００　パンフ購入経費　１２３０００（窓口周知パン
フ　１００００　新成人向けパンフ　１００００　多重債務パンフ　１０
３０００）　新聞折込手数料　１３０００

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、各パンフレット作成等 156               156                   

⑯一元的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）

司法書士謝礼　１０００００⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活特別巡回相談の実施 100              100                 司法書士謝礼　１０００００

合計 - 4,364            4,364                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活特別巡回相談の実施 100              100                 



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） 相談室を設けるための改修工事、参考図書購入

（強化）
相談室に設置する事務用パソコンとパネルスクリーン（間仕切り）、相談室・研修会用各種備品（プロジェクター、パソコン、、デジカメ、スクリーン、ポー
タブルアンプ、机、いす、いす台車、電話機、、シュレッダー、録音機、啓発用テレビ、DVDプレーヤー）、相談室空調整備及びブラインドの設置

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） 職員等の研修参加旅費（国民生活センター等開催分、１６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） なし

（強化） 消費者向け研修会の開催（１回）、各パンフレット購入経費等（多重債務パンフ　４６００部　窓口周知パンフ　４５０部　新成人向けパンフ　４５０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）

（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） 司法書士による相談会を実施し、相談員が同席することにより相談員研修を兼ねる（年５回、1回あたり４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21年度の消費者行政予算 1,814            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,601          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 213             千円

平成22年度の消費者行政予算 6,667            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,364          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2 303 千円 前年度差 2 090 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,303        千円 前年度差 2,090        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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 福崎町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284432

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 神崎郡中核センターとして相談体制整備を図る 2,950            2,950                
事務機材の購入、車両購入、電話設備の整備（相談と事務用
を別回線・FAXも専用回線にする）

事業名

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）

942 942

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）

相談員２名を県主催の相談員養成講座初級・中級に各１名参
加させるための報酬 費用弁償 社会保険料

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 新たに雇用した相談員の実務的能力の向上を図る 942              942                 

34                 30                    

加させるための報酬、費用弁償、社会保険料

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） 新たに雇用した相談員の実務的能力の向上を図る

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・県主催研修会参加

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 消費者被害防止のための啓発の強化を図る 1,565            1,475                消費者啓発冊子購入（印刷製本費）、啓発用教材（ビデオ）購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,700            2,700                

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

相談員の人件費(報酬、社会保険料、時間外手当、費用弁償）

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
０PIO-NET導入による相談業務の迅速対応や増加が見込まれ
る相談に対応するため相談員の増員を図る。

8,191            8,097                

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）
事務室を改修し、相談室を設置した。相談対応の充実や啓発強化のため事務用機器や啓発機材等設置した。電話は１回線で相談や
事務やFAXに対応している。

（強化）
相談員を増員するのに伴い、事務用機器（パソコン・・ロッカーカラー複合機）を購入する。又、電話を相談専用の回線にし、常時２台相談を受けれる
体制にし、事務用を別回線にする。FAXも別回線にして相談を受けやすくする。出前講座や啓発のため車両を購入する。

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）

（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） 相談員２名雇用に伴い、実務的能力向上を図るため研修参加を支援する。（県主催プロ塾初級・中級各１名参加）

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）

（既存） 県主催研修会に参加（相談員１名年４回）
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） 県主催研修会に参加（相談員１名年４回）

（強化） 相談員増員に伴い国セン・県主催の研修会に参加 　県研修（神戸相談員３名×２回＝６回）、国セン研修（神戸相談員３名×１回＝３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） 啓発用リーフレットを年1回各戸配布（６０００部）　

（強化） 消費者教育啓発用冊子購入（くらしの豆知識）　６，１００部　　　　出前講座用啓発ビデオの購入

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） 相談員１名で消費生活相談に対応している。PIO-NETは設置されていない。

（強化） PIO-NET導入に伴う即日入力や一元的窓口加入により見込まれる相談増加に対応するため平成22年4月から相談員を２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）

（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 2      人

年間研修総日数 100   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

2      2,219          人時間／年 2,700              

平成21年度の消費者行政予算 6,641            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,058          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,583          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,461           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,097          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3 364 千円 前年度差 -219 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,364        千円 前年度差 -219         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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県・国セン研修参加のための旅費を支援する。

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 神河町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284467

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
相談窓口充実のための機器購入、
来庁できない相談者への対応や出前講座等ための公用
車購入

2,150            2,150                パソコン　150,000円　　公用車　2,000,000円

事業名

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）

100               100                   

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　70,000円　　道路通行料　30,000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） 相談担当職員の研修会参加

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
消費者相談広報誌の作成、研修会の開催、
啓発シールの作成

1,308            1,308                
講師謝金　200,000円　講師旅費 20,000円　啓発リーフレット（購入・印
刷費）148,600円　啓発シール作成費 308,700円　DVD購入費 30,000
円　啓発キャラクター（着ぐるみ）作成費  600,000円

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,558            3,558                

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 - , ,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） 専用の相談コーナーを設けてテーブル、イス、案内板等を整備

（強化） 消費者相談担当者事務処理機器（パソコン）の購入　，　来庁できない相談者への対応や出前講座等に活用するための公用車購入

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） 県内で開催された相談担当者の研修に参加するため旅費等の支援を行った

（強化） 県内及び国民生活センターで開催される相談担当者の研修へ参加するための旅費等支援　（県内：1名×10回、国セン：１回×１名）

（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）
省資源運動に関わる講演会の開催，　若者向け悪質商法注意喚起リーフレット作成・配布（200部），　全戸配布用悪質商法注意喚起パンフレット・
シールの作成・配布（4,200部），　啓発講座でのDVD鑑賞による研修の実施，　キャラクターによる各種イベントでの啓発

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）（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21年度の消費者行政予算 916               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 545             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 371             千円

平成22年度の消費者行政予算 5,565            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,558          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,007          千円 前年度差 1,636          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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 相生市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282081

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センター施設整備工事（備品購入含む） 5,560            5,560                
設計委託料・工事請負費　5,000,000円　　備品購入費
560,000円

事業名

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）

90                 84                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費　2,560円×延べ３３人＝84,480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）

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

924               924                   

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

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員（委託）1名を10月から設置

6,574            6,568                

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）
①一般利用のできる交流室にパネルで仕切り窓口コーナーを設け相談業務を行っている、②仕切りパネル、相談応対用机・椅子、ノー
トパソコン、プロジェクター、ＤＶDプレーヤー、記録用カメラ

（強化）
①相談室の設置（設計費・工事費）　②事務備品購入　机　2卓　88,000円　イス　2脚　46,400円　PIO-NET用机　45,600円　マガジン
ラック　2台　120,000円　　収納庫　1台　160,000円　　テレビ（啓発用）　100,000円

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）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

（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） 県開催の研修会参加旅費の支援　相談員等　3人×　1回　　　国民生活センター開催養成講座参加旅費支援　　相談員等　3人　10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） なし

（強化） 消費生活相談やＰＩＯ-ＮＥＴの即日入力など増加する業務に対応するため、消費生活相談を1名配置する（H22.10～）

（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

1      720             人時間／年 924                

平成21年度の消費者行政予算 1,407            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 940             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 467             千円

平成22年度の消費者行政予算 7,035            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,568          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 467             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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 - 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 赤穂市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28212

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） センター機能の強化（拡充）に係る整備費 4,696            4,696                センター整備工事請負費（４，６９６千円）

事業名

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）

108               83                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

相談情報交換会・研修会／多重債務研修会旅費

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・従事職員の研修参加支援

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 消費者問題啓発講演会外 325               215                   講師謝金(50千円）啓発リーフレット購入費（１６５千円）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,264            784                   

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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
の勤務日数を変更

6,633            6,018                

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 240               240                   謝金＠２００００×１回／月×１２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）

-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） 市民対話室の簡易相談室・カウンターを利用し、消費生活相談以外の相談と共用で使用している。

（強化） 消費生活センターの機能強化（拡充）を図るため、相談室の改修整備（相談室の設置、カウンター、キャビネット等の備品類の購入を予定）を行う。

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） 平成２0年度において県主催の研修会に延べ９名参加している。

（強化）
相談員・従事職員を研修に派遣し相談業務のレベルアップ・情報収集を図る。平成２２年度は県主催の研修に職員が参加するために
延べ１６名（実人員３名）で８３千円計上。

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）
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） 消費者を対象に諸問題に対する教育・啓発を目的としたチラシ・リーフレット等を購入している。

（強化） 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の開催と若者・高齢者対象に啓発チラシ各１０００部の配布をおこなう。

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） 月２日、２時間勤務の相談員を各勤務日毎に２名配置（相談員数は計４名）

（強化） 増加する消費生活相談やPIO-NET即時入力を行うため、消費生活相談員の勤務日数を見直（月１日⇒週５日）し、相談体制の充実を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）
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） なし

（強化） 継続し司法書士を月１回（１回あたり２時間）招き困難事例の消費生活相談にあたる。職員も同席。

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      1,416          人時間／年 784                

平成21年度の消費者行政予算 3,000            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 860             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,140          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,882            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,018          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,864          千円 前年度差 -276           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21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 　 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 　 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 宍粟市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

28277

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
・相談者のプライバシー保護を目的とした消費生活相談
事務所の改修・事務用機器の整備強化
・相談事業拡大のための公用車購入

3,110            3,110                
消費生活相談事務所の改修に係る工事費、消費者行政専用
公用車購入、事務用備品の購入、参考図書購入

事業名

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）

559               559                   

30                 30                    

消費生活相談中級研修参加のための旅費、研修参加日の報
酬並びに社会保険料

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） 消費生活相談員中級研修参加支援

消費生活相談員研修参加旅費・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） 相談員等の県内で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 175               175                   
若年層・高齢者を対象としたパンフレット購入費、出前講座資料
作成（用紙代）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,978            1,605                

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

相談員の報酬、保険料、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 新規消費生活相談員１名を設置

5,852            5,479                

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） 市民課市民係内（戸籍・住基担当）に相談窓口を設けて、相談員用机・椅子、パソコン、プリンター等を設置し、相談業務を行っている。

（強化）
相談者のプライバシー保護のため、相談事務所を新たに設置する。これに伴う改修(クロス張替）を行うとともに、事務備品（会議用机、椅子、文書ロッ
カー、パーテーション、カタログスタンド）を購入する。また、相談窓口から遠方居住者のための消費者行政専用公用車を購入する。

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）

（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） 消費生活相談中級研修参加のための旅費、研修参加日の報酬並びに社会保険料

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 ﾞ ｱ ﾟ事業
（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・各種団体等の開催する研修参加旅費、職員２名×２回、相談員１名×６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） なし

（強化） 若年層・高齢者を対象とした啓発パンフレットの購入・配布、契約トラブルや悪質商法の被害防止のために高齢者啓発出前講座を実施

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） 専門的知識を要する相談及び増大する業務に対応するため、消費生活相談員を平成２２年４月より1名雇用する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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）

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）

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

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      1,473          人時間／年 1,605              

平成21年度の消費者行政予算 1,426          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,384          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42               千円

平成22年度の消費者行政予算 5,852          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,479          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 373             千円 前年度差 331             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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 - 人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 - 人 平成22年度末予定 相談員数 - 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 消費生活相談員を１名配置する（平成２２年４月～）



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 たつの市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282294

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
高齢者宅訪問や出前講座などに活用する公用車を購入
したり、相談室を設置することにより、センターの機能強化
を図る

3,000            3,000                
公用車購入1,500,000円、相談室設置に係る設計委託・工事費
1,500,000円

事業名

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）

145               145                   

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）

研修旅費　

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） 消費者行政担当者が研修に参加し、レベルアップを図る

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
消費者被害の未然防止及び自立した消費者の育成のた
め、出前講座の実施、教材・パンフレット・広報資料等の
作成・充実、展示会、講演会を実施する。

6,048            5,458                

講演会講師謝金（６回分）228,000円、講師旅費5,000円、消費モニター
謝礼・保険168,000円、教材作成・購入2,049,000円、広報資料814,000
円、教育・啓発に必要な機材購入613,000円、消費者啓発回覧板作成
（印刷費）1,581,000円

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） 　

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

9,193            8,603                

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 - , ,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） ①現在の相談室は倉庫を兼ねており、行事の準備で使用できない場合がある。②専用公用車がない。

（強化） ①相談者のプライバシー保護のため新たに相談室を設置する。②高齢者宅訪問や出前講座などに利用する消費者行政専用公用車を1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）

（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） 西播磨・姫路地域の研修に参加（職員1名×5回）

（強化） 神戸市等で開催される研修へ参加するための旅費（職員2名×14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） 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）
悪質商法被害防止等講演会の実施・悪質商法被害防止啓発冊子配布（老人向け20,000部・高校生向け2,000部・成人向け1,000部）・消費啓発
ニュース年3回発行全戸配布・消費モニターによる街頭キャンペーン（啓発物資・チラシ3,000部配布）・消費者啓発用ビデオライブラリーの充実・訪問
販売お断りシール配布10,000枚・消費者教育用機材（ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ・ｶﾒﾗ）・消費者啓発用回覧板5,000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）
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

人時間／年

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,384          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,902          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,273           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,603          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,670          千円 前年度差 -232           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 太子町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284645

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費者相談員を設置し、相談業務の充実を図る 2,471            2,468                消費者相談員設置に伴う備品購入及び電話回線工事。

事業名

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）

115               115                   

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）
消費生活相談に従事するものの知識を高めるため研修
参加旅費の支援を行う

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 消費者啓発を充実させ、消費者教育の知識向上を図る 1,536            1,536                
パンフレット作成・シール作成・うちわ作成・レジ袋削減のぼり旗作成・
マグカップ購入・ジャンパー購入・キャップ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

480               480                   

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

消費者相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者庁の創設に伴い増大する業務に対応するため、
消費生活相談員1名の配置

4,602            4,599                

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）
相談員を設置のため、備品購入（ノートパソコン・デジカメ・パソコンシェルフ・机・椅子・レターケース・ノートパソコン・電話機・ICレコーダー・パンフレット
スタンド）及び電話回線工事を行う。消費者専用公用車を購入。

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） 国民生活センター主催の研修参加なし

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） 消費者担当者職員及び相談員が専門知識をつけるための研修旅費を支援（24回程度）

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）
町内でスタッフジャンパーやキャップをかぶり消費者啓発する。民生委員に配布するためのパンフレット作成(800部）。町・消費者協会・事業者の省資
源運動に係る三者の協定に基づく取り組みとして、事業所にのぼり旗を配布し、町民に対しマイバック持参を呼びかける。自治会・消費者協会員及び
一般の町民に対し消費者講演会開催し、かしこい消費者になるために一般を対象とした講座を開設

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） 相談員の設置なし。

（強化） 消費生活相談員1名を平成２２年５月に新規に雇用し、増大する相談業務やPIO-NETの即日入力に対応する。

（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

1      288             人時間／年 480                

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 639             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 750             千円

平成22年度の消費者行政予算 5,058            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,599            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 459             千円 前年度差 -291           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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成２２年５月より消費生活相談員を１名採用



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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 上郡町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

284815

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談窓口の周知、相談窓口開設による備品整備 3,689            3,689                印刷製本費、備品購入費、消費者行政専用公用車購入

事業名

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）

518 518

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、研修参加旅費

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） 相談員養成の実務的研修への参加（１名）

9                  9                      

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） 相談員研修旅費

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

1,347            1,347                

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

報酬、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）

⑯一元的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
を1名新規雇用

5,563            5,563                

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） 消費生活相談員用のノートパソコン購入

（強化）
平成２２年度に消費生活相談員を１名配置し、新たに消費生活センター機能を持った相談窓口を設置
（相談窓口周知冊子の作成（1000部）、備品購入（書庫・イス・ローカウンター・コピー機・プリンター・ポスタープリンター）、出前講座など
に活用するため消費者行政専用公用車の購入）

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） なし

（強化） 消費生活相談員１名が平成２２年度ひょうご消費生活相談プロフェッショナル塾に参加

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）（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） 県内研修参加旅費（2人×1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） なし

（強化） 増大する相談に対応するため、消費生活相談員1名を新規配置（Ｈ２２．４～）

（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 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

1      1,168          人時間／年 1,347              

平成21年度の消費者行政予算 221               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 81               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 140             千円

平成22年度の消費者行政予算 5,671            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,563          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 108             千円 前年度差 -32             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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成２２年４月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）

22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 佐用町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

285013

事業の概要

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 新設に係る事業 2,098            2,098                
備品購入、消費者行政専用公用車購入、消費生活ｾﾝﾀｰ看板
設置費、執務参考書籍購入

事業名

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）

393               393                   

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）

旅費、報酬、社会保険料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）

318               318                   

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） 職員等の研修参加支援

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 町民への消費者問題への関心の強化 1,100            1,100                
PR用品の購入、パンフレットの作成（購入費）、講演会（委託に
より実施：講師謝金、会場使用料）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,572            1,572                

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

費用弁償（通勤手当相当）、報酬、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）

⑯一元的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
を1名新規雇用

5,481            5,481                

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） センター未設置。

（強化）
Ｈ２２．１２月頃センターの設置。センターの看板の作成や相談員のパソコンや机・イス、ロッカー、パーテーション、電話機、デジタルカメ
ラ、ＩＣレコーダー、文書保管箱などの備品を揃える。啓発のために消費者行政専用公用車を購入。執務参考図書の購入。

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） 未参加

（強化）
新規採用の相談員（臨時職員）を兵庫県の実施する５０日間の養成事業に参加させることにより、日々の相談業務を強化させる。旅費・
報酬・社会保険料支援。

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） 未参加

（強化） 新規採用の相談員だけでなく、担当職員も日々の相談業務を強化させるために参加させる。旅費支援。

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） 未実施

（強化） 啓発パンフレットの全戸配布（町内約７，０００戸）。イベント等でのＰＲ用品（マッチ箱にゼムクリップ入れる。約３，０００戸）の配布。啓発
資料等を作成するためのソフトの購入。消費者問題に関する講演会の実施。

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） 未実施

（強化） 平成２２年６月に相談員を1名新規に採用することにより、消費者庁が創設されたことによる業務の増大に対応する

（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 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

1      946             人時間／年 1,572              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 668             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 6,098            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,481          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 617             千円 前年度差 617             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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数 1      

④その他 ○ 平成２２年６月より消費生活相談員を１名配置

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

282031

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 兵庫県 市町村名 明石市 年度

事業経費

22

17,749           

自治体コード

事業の概要

印刷製本費、消費生活センター改修工事費、
備品購入費、インターネット回線導入工事費

消費生活センター改善工事(レイアウト及び通信回線)
相談情報検索用PC導入及びインターネット回線導入工
事
消費生活センターパンフレット、啓発用備品購入･･･等

16,847              

平成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

委託料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

167               

旅費

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

288               国民生活センター(相模原)での研修への参加支援(2人)

啓発リーフレット作成

相談員1人の勤務日数及び勤務時間の拡大及び1人増員 4,072            

印刷製本費

182                   

報酬、社会保険料、費用弁償（旅費）

22,420           

144               72                    

21,340              -

167                   

4,072                

司法書士による多重債務相談実施



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

市民のセンター利用時の利便性を図るため、センターの改修及び備品類を整備する。
(複合機(コピー･プリンタ･FAX･スキャナ)、プロジェクタ(+操作用PC+ポータブルプリンタ)、ワイヤレスマイク&アンプ)
センターの改修にあわせ新たな消費生活センターパンフレットを作成し、センターへの相談受付数の増加を図る。(10,000部)
迅速かつ他項目の情報収集のため単独のインターネット回線布設と検索用PCを導入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（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

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

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）
（強化）

（強化）

（既存） 消費生活センターパンフレット等を作成し配布。消費生活センター改修工事の設計業務を委託。

（強化）

（既存）

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）

（既存）

迅速な相談対応を行うため、平成22年４月から6人の内1人の勤務時間、勤務日数を増加(1日7.75時間、週4日勤務)

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

市民向けの啓発リーフレットを作成する(合計30,000部)

相談員6人が、1日7時間、月11日勤務

（強化）

上記に加え、国民生活センター開催の研修(神奈川県相模原市他)に参加するための旅費、負担金等を支援(相談員2人)

県･国民生活センター等が開催する研修に参加するための旅費、負担金等を支援(相談員6人。主に県内、近畿圏内の範囲)

（強化）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者教育・啓発のための印刷物の作成は行っていない。

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（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）

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）

司法書士による多重債務相談窓口を実施（月１日）

年間研修総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間実地研修受入総日数 人日

H21年度より月1回から月2回に増加（相談員が同席して実施）

（既存）

（強化）

実地研修受入人数

参加者数 人

人日

人

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

自治体参加型

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

21,340           

2      

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

追加的総業務量（総時間）

千円

千円

千円

千円

2,114          

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成22年度の消費者行政予算

280               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,504           

32,769           

千円

追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算 12,350           

うち基金（交付金相当分）対象経費 846               千円

対象人員数

4,072              人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円11,429           千円前年度差 -75             



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

人人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

7      人

人平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

相談員数

うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末 6      

平成22年度末予定

処遇改善の取組

①報酬の向上

○ 近接に限らず、必要と認められる研修に対して参加を旅費を支援

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

人

7      相談員総数6      

具体的内容

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）

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・事務用機器の設置

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） 相談者プライバシー配慮対策 22                 22                    

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 22都道府県名 兵庫県 市町村名 加古川市

合計 - 10,554           10,479              -

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）

⑯一元的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、啓発チラシ・グッズの作成・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 啓発物資の配布、学習会の開催 9,440            9,440                

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示フェア実施 600               600                   食品表示・安全の啓発を強化するために必要な委託料

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

専門知識を有する者を活用するために必要な講師謝金

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 114               39                    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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 司法書士による多重債務勉強会 378               378                   

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）

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・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（神戸：２人×８回、姫路：１人×７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） 司法書士による多重債務勉強会を相談員を対象として実施（年１２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） オープンカウンターでの相談対応、パソコン･プリンター購入
（強化） 相談者のプライバシーに配慮するため、カウンターパネル設置

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）

①既製リーフレットを市施設に設置配布
②なし
③なし
④なし
⑤成人式に啓発リーフレット配布（1,800枚）

（強化）

①対象者別のチラシを作成・配布：高齢者（15,000枚、地域包括支援センター経由）・障害者（1,500枚、育成会（親の会）経由）・若年層（10,000枚、高校・携帯ショップ経
由）
②高齢者見守り役６２０人（ケアマネ・民生委員）へ参考図書（くらしの豆知識）を配布
③啓発グッズ（マグネットクリップ）全戸配布（100,000枚）、啓発グッズ（町内回覧板）希望町内会配布（7,000部）による認知度アップ
④各公民館（高齢者大学）での学習会開催（14箇所）
⑤成人式に参考図書（くらしの豆知識）を配布（1,800冊）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし
（強化） 市内スーパーマーケットにおいて食の安全・安心啓発のための食品フェア（パネル展示、クイズラリー等消費者参加型）実施（９店舗×年２回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

60 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6 108 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,479         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,048          千円

平成22年度の消費者行政予算 16,587           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 774             千円

平成21年度の消費者行政予算 6,822            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

60              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,108        千円 前年度差



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 ○ 窓口相談対応時の環境整備のため、カウンターパネル設置。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 4      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 6      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 6      人 平成22年度末予定



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）

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）
相談業務の確実性を高めるため、センターの展示等機能
強化のための機器を購入　　執務参考資料の購入

3,029            3,029                
通話録音装置2台、ヘッドセット2個、消費者六法等新年度版の
相談執務用参考図書、 エコカー１台、カタログスタンド7台、保
管庫１台、パネルスタンド6台、デジタルカメラ１台購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282162 平成 22 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 - 9,276            7,342                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 積極的に消費者の相談業務を行う。 7                  7                      8箇所で出張相談会を開催するための施設使用料

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）

報酬及び雇用保険

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を１名増し、一元的相談窓口事務に対応する。 3,816            1,908                

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及び出前講座開催 2,354            2,354                
啓発用冊子購入費、出前講座開催（施設使用料）、回覧板購
入・作成費、市広報１ページ分印刷費

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）

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） 相談員及び消費生活担当職員の研修参加支援 70                 44                    

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） 相談員は県センター主催の例月打合せ兼研修会に参加、職員は研修受講なし。
（強化） 県内研修4人5回参加により 更なる相談員の知識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）
21年度活性化事業により相談専用コーナーを設置。、ＰＩＯネット導入により情報管理を促進。啓発及び消費者協会の研修参加には公用車を使用しているため予約が
取れない場合もあり確保に困った。相談員が電話での相談中にインターネットを見る場合両手がふさがり困っている。相談者及び業者のやりとりにおいて言った言わな
かったの問題がある。備品購入（テーブル・椅子・プロジェクター・スクリーン等）。

（強化）

正確な情報を提供するため、インターネットでの情報を得ながら相談業務に応じられるようヘッドセット購入、消費者六法等新年度版の法令等の図書の設備を充実させ
る。消費生活センター専用の自動車確保により、啓発活動及び出張相談等をしやすくする。消費生活コーナー専用展示のためのカタログスタンドを追加購入、市内の
各サービスコーナーに設置して強化する。専用保管庫で出前講座用に作成したリーフレット等の整理及びプロジェクター等機材の保管を強化する。平成21年度に作成
した消費者問題のパネルを庁舎内に掲示し消費者コーナーの強化を図る。記録用の写真を撮り出前講座の強化に繋げる。

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員が１名で週3日勤務　
（強化） 平成22年４月に相談員1名を雇用し、相談員による相談日を週3日から5日に拡大する。また一元的窓口業務に対応する。

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） なし

（強化）

①出前講座等で配布するための啓発用冊子（1200部）を購入する。こちらから積極的に地域に出かけて8回出前講座を開催する。市の広報1ページを消費者行政専用
ページとして新規に増やし、4回に渡ってシリーズ記事として悪質商法等の実例及び解決策を載せ啓発を行う。市民の方が何回も目にする地域の回覧板に、消費生活
問題の記事が載ったものを利用し各隣保に配付して啓発を行う（悪質商法等の啓発記事記載のあるものと、多重債務などの啓発記事をオリジナルでデザインする回覧
板2種類各3200部）。
②相談員による市内各町公民館等(8箇所）への1日出張相談会を設置することにより、当ｾﾝﾀｰの周知と地域に密着した新たな機能としての定着を目指す。

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 費 活相談員 業
（強化） 県内研修4人5回参加により、更なる相談員の知識のレベルアップを図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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

21 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2 734 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,342          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,755          千円

平成22年度の消費者行政予算 10,076           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,116          人時間／年 1,908              

-21           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,734        千円 前年度差



　

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 ○ 相談員１名の増

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の増及びそれに伴う旅費の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 2      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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） 消費生活事業の強化 3,517            3,517                センター備品・事務用機器等の購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

283819 平成 22 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 - 5,002            5,002                

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）

消費生活相談員（定数外）の臨時的雇用にかかる報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的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
を1名新規雇用

911               911                   

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 536               536                   啓発用パンフレットの購入

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及び相談員の研修への参加支援 38                 38                    

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） 県等開催の研修に消費者行政担当職員及び相談員が参加するための旅費（参加対象職員３名：年間８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）

（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） 執務参考図書・ラック購入

（強化） 消費生活センター備品・事務用機器等購入（相談員用机・椅子・パンフレットラック・パーティション・テレビ・パソコン・公用車など）

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） 専門的な知識を有する消費生活相談員（定数外）を臨時雇用する（６月から、週２日、年９４日）

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の購入

（強化） 高齢者向け消費者啓発パンフレットの購入（2,000部）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）



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

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,002          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 149             千円

平成22年度の消費者行政予算 6,137            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 273             千円

平成21年度の消費者行政予算 422               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      611             人時間／年 911                

986             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,135          千円 前年度差



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6月から消費生活相談員を1名配置

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



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）

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） 消費生活相談窓口の充実 5,653            5,639                

相談室及び相談コーナー設置工事（設計委託含む）、ＦＡＸ、
消費者問題啓発パンフレットスタンド、消費生活相談専用電話
回線工事（電話器本体含む）、消費生活相談コーナー案内表
示板、ＬＡＮ配線工事、執務参考図書

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 22 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 - 6,011            5,990                

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）

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の雇用 260               260                   

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、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） 消費者行政担当職員のレベル向上 98                 91                    

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）



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）

（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） 相談室なく、住民グループ窓口のカウンターで対応

（強化）
相談室の確保、案内表示板の設置、消費者行政用ＦＡＸ、啓発資料置きのパンフレットスタンド、消費生活相談専用電話の設置を行う
ため既存場所からの移動を行い、住民の方が相談しやすい体制を整える。執務参考図書については、新たに改正された法律の解説書
等、既存にはない執務参考図書を購入。

⑰消費者行政活性化オリジナ 事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談員はいない

（強化） 消費者庁の創設による消費生活相談の増大に備え、消費生活専門相談員を10月より週1日雇用

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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当職員が消費生活相談等消費者行政レベルを向上させるための施策がない

（強化） 県内研修15人日、国民生活センター主催県外研修2泊3日、消費生活相談員養成講座への研修参加支援（いずれも職員対象）

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,990          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 428             千円

平成22年度の消費者行政予算 6,416            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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 541               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      156             人時間／年 260                

-2               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 426             千円 前年度差



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 ○ Ｈ22年10月より消費生活専門相談員を1名配置

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



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） 消費生活相談窓口の強化 510               510                   センター備品購入・参考図書等購入・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線導入初期費用

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 22 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 3 937 3 937

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）

報酬（相談員の勤務日数を週３日に拡充）　500
賃金・通勤手当相当・雇用保険（週３日勤務：PIO-NET入力補助員）
676

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数拡充・PIO-NET入力補助員 1,176            1,176                

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 1,962            1,962                

消耗品費　150（レジ袋削減啓発用のぼり購入費）
印刷製本費422（カレンダー全戸配布17,000世帯公共施設150ヶ所・189）
　　　　　　　　　　（市民むけ啓発資料53　　レジ袋削減啓発ポスター180）
報償費250　（小中学校へのインターネット関連出前講座への講師謝金）
委託料1,000（消費者フェア開催委託　講演会講師謝金・会場使用料等）
備品購入　140（啓発DVD購入費）

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）

旅費、研修費、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） 相談員・職員の研修への参加支援 289               289                   

-合計 - 3,937           3,937              



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・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）

（強化）
相談員等のレベルアップになる研修への参加支援（旅費及び研修参加費）
・県等県内で開催される研修へ参加するための旅費等を支援（相談員1名×37回、職員1名×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）

（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） 相談窓口啓発用シール作成・参考図書購入・センター備品購入（プロジェクタ、スクリーン、DVDプレーヤー、相談室用イス）

（強化）
センター備品購入（PC収納キャビネット・コードレス電話・通話記録装置・センター案内看板・ノートPC）、参考図書購入（逐条解説本など法改正に
対応した図書）フィルター制約のないインターネット回線を活用することにより業務処理の効率化及び処理時間の短縮改善を図る（相談及び単独
インターネット回線専用パソコン、無線ルータ、LANカード、インターネット回線導入工事費）

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） 相談員勤務週２日

（強化） 苦情相談等の相談増に伴う勤務日数拡充（週２日⇒週３日）（H22.4～）、PIO-NET入力補助に関わる臨時職員採用（週3日勤務）（H22.7

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） 要望のある自治会や団体向けの出前講座を実施

（強化）

啓発用DVD購入、出前講座開催（小学校PTA・中学校全生徒対象）、
市民向啓発資料印刷（各1,000部）、悪質商法関連啓発カレンダー印刷（全世帯配布16,000世帯）、
消費者フェア開催（消費者協会に運営委託し、省資源や消費生活全般の内容を盛り込んだ市民参加型のイベントを新たに開催する）、
省資源運動（市主導のレジ袋削減啓発を行い、将来の市・消費者・事業者との協定締結を目指す）

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） ・県等県内で開催される研修へ参加するための旅費等を支援（相談員1名×37回、職員1名×3回）
・国民生活センター等県外で開催される研修へ参加するための旅費等を支援（相談員1名×12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 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

うち基金（交付金相当分） 象外経費 千 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,937          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,800          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,790            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,232          人時間／年 1,176              

53               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,853          千円 前年度差



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 ○ 勤務日数を週２日から週３日に拡大。

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上 ○
消費生活相談専用（単独）のインターネット回線を引くことにより、
業務処理の効率化及び処理時間の短縮改善を図る

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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）

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） 相談室の充実のための設備機器の購入、参考図書購入。 1,265            1,265                
プロジェクター、ＤＶＤ等の備品購入費、看板作成手数料、図
書購入費

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282154 平成 22 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 - 5,319            4,225                

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）

報酬、費用弁償（旅費）、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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数を週２日から週４日に拡大する。 2,082            1,060                

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
消費者教育のための講演会、研修会の開催。情報誌の
発行、研修会用リーフレットの作成。

1,740            1,740                会場借料、講師料、印刷製本費

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）

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。 232               160                   

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） 県等が主催する研修への参加のための旅費(相談員１名×１２回)

（強化）
県等が主催する研修への参加のための旅費(相談員１名×２４回、職員１名×６回)
国民生活センター等県外で開催される研修への参加のための旅費、負担金等（相談員１名×１回、職員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）

（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） 相談室改修工事実施、机・椅子･パーティション・パソコン購入

（強化）
プロジェクター１台、プロジェクター用スクリーン１台、ビデオ一体型ＤＶＤ１台、書類整理庫１台、脇机２台、執務参考図書、啓発用ＤＶＤ
及びビデオ等の整備及び看板作成により、相談対応機能の強化及び啓発機能強化を図る。

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） 専門相談員１名により相談窓口を週２日開設

（強化） 専門相談員の勤務日を週２日から週４日に拡大する。（H22.4～）

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） 専門相談員による出前講座、市広報誌による啓発

（強化）
消費者教育のための講演会の開催（文化会館１回)、公民館での自治会単位の消費者被害防止のための地区別研修会の開催（１０公
民館各１回)。教育・啓発用パンフレット（全世帯配布３２，０００部)、研修会用リーフレット等の発行（１，０００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）

国民生活センタ 等県外で開催される研修への参加のための旅費、負担金等（相談員１名×１回、職員１名×１回)

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,225          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,245          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,683            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      768             人時間／年 1,060              

213             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,458          千円 前年度差



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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） 相談スペースの整備 1,810            1,810                各種備品購入費（パソコン、プロジェクター、書庫、シュレッダー
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

282189 平成 22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 小野市 自治体コード

-合計 - 5,124            5,124                

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）

相談員による相談日拡大に伴う報酬（１日増分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員による相談日の拡大（１日増） 624               624                   

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

セミナー開催に伴う講師謝礼

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資料等の配布により、トラブルの未然防止を図る 2,380            2,380                啓発回覧板（１，６００冊）、啓発冊子（５，０００冊）購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心に関するセミナーの実施 60                 60                    

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）

国民生活センター等研修参加支援（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） 国民生活センター等研修参加支援 250               250                   

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） 県内で開催される研修に年２回程度参加できる旅費（相談員１名、職員１名）を支援。

（強化） 県内外で開催される研修に年１０回程度参加できる旅費（相談員１名、職員２名）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） 相談業務に係る参考文献の購入を支援。プロジェクター、スクリーン、パンフレット等の購入。

（強化） ＰＩＯ－ＮＥＴを設置するなど、「センター機能」を持つ環境を整える（パソコン、シュレッダー、FAX、相談業務に伴う机、椅子の配備）。

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） 相談員による相談日を週２日実施（月・水曜日）。

（強化） 相談員による相談日を週２日から週３日に拡大（月・水・金曜日）。（H22.4～）

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） 市内高齢者に当相談窓口PRチラシを配布。

（強化） 市内自治会へ啓発回覧板（１，６００冊）や若者から高齢者までを対象とした啓発パンフレット（５，０００冊）を配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全・安心に係るセミナーを年２回程度実施。

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,124          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,340          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,372            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      416             人時間／年 624                

-92             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,248          千円 前年度差



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 ○ 勤務日の拡大（１日増）

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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）

報酬、社会保険料、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） 相談員１名の研修参加支援 793               793                   

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） 消費生活ｾﾝﾀｰ機能の備品等整備による強化 3,150            3,150                公用車、パソコン、プロジェクター、テレビ等

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282201 平成 22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 加西市 自治体コード

-合計 - 8,443            8,425                

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）

報酬、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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴う業務増に対応するため、相談員を２名増員 2,750            2,750                

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 出前講座、講演会の実施支援 1,660            1,650                
講演会等教材購入費、講師謝金、窓口案内クリアケース作成
費（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）

研修旅費

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 90                 82                    

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） 研修の参加には年３回の旅費予算措置

（強化） 相談員（3名）の研修参加には年１２回の旅費支援及び消費者行政担当職員（2名）の研修参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 養成講座への参加支援（相談員１名）

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） 事務用機器、相談室エアコン、相談員専用パソコン等の設置

（強化） 追加相談員のパソコン、啓発用テレビ・DVDプレーヤー・プロジェクター、消費者行政専用公用車等の購入

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） 消費生活相談員１名

（強化） PIO-NET即日入力及び一元的相談窓口対応のための消費生活相談員の増員（22年４月１名、６月配置１名で計2名）

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） 啓発用資料10千円

（強化） 出前講座、講演会等で利用できる教材の購入及び講師謝金、窓口案内啓発グッズ（クリアケース）の作成（18,000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 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

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,425          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,136          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,014           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,300          人時間／年 2,750              

-547           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,589          千円 前年度差



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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） 月１回、出張窓口の開設（月１回他庁舎での午後の開設） 685               685                   消費者関連図書、棚、丁合機、窓口ＰＲチラシ作成等

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

282286 平成 22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 加東市 自治体コード

-合計 - 3,502            3,502                

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

講師謝金

⑬消費者教育・啓発活性化事業

消費者安全法の施行に伴い、消費者センター設置のＰ
Ｒ。消費者への省資源運動の推奨。自立した消費者の育
成並びに消費者被害の未然防止のための講演及び出前
講座の開催。

2,731            2,731                

講師謝金、消耗品費（センター啓発ﾊﾟﾝﾌ、啓発グッズ：絆創膏
500個ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ1000個、うちわ1000本、メモ帳1000個、マグ
シート1000個、エコドライブ教材費等）印刷製本費（センター啓
発ﾊﾟﾈﾙ、マイバッグ持参運動啓発ﾎﾟｽﾀｰ等）備品購入費（プロ
ジェクター、スクリーン等）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の表示・安全に関する知識向上を図る。 30                 30                    

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） 相談員の研修への参加支援。 56                 56                    

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） 相談員1名のレベルアップを図るため、研修旅費を支援する（年間１９回の参加支援）

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）

（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） 相談室の備品、看板、参考図書の設置

（強化） 月１回相談需要の多い地域への出張窓口を開設して、より一層の機能強化を図る。チラシを作成し、窓口のＰＲを行う。

（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）

平成２１.９に消費者安全法が施行され、加東市の消費生活センター周知徹底を図るため、パンフレットの全戸配布14000部。消費者月
間（５月）に消費生活ｾﾝﾀｰの周知啓発を兼ねた展示パネルを作成し展示する。省資源運動として、①市民や職員を対象にｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ教
室の開催、②消費者協会と連携してﾏｲﾊﾞｯｸ持参運動で店頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを行い、将来的にこの運動がﾚｼﾞ袋無料配布の３者協定へと繋
がる運動となれるよう消費者への啓発。また、消費者教育の充実を図るため、講演会や出前講座の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品の表示・安全に関する知識向上を図るため、消費者を対象とした啓発セミナーを開催する。

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）

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,502          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,507          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,764            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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

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

-245           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,262          千円 前年度差



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 ○ 研修参加機会の増及び旅費の支援（平成２１年度１３回→平成２２年度１９回）

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



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） 相談用関係書籍購入、消費生活行政担当課公用車 2,292            2,292                
相談用関係書籍の購入、町内啓発・相談者宅への往復等用の
担当課専用公用車の購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

283657 平成 22 年度都道府県名 兵庫県 市町村名 多可町 自治体コード

-合計 - 3,566            3,566                

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）

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談件数の増加に伴う相談日の拡大 240               240                   

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

講師謝金

⑬消費者教育・啓発活性化事業 レジ袋削減対策に係るミニのぼり旗購入 84                 84                    ミニのぼり旗購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心に係る講演会の実施 750               750                   

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

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）
相談員の県内外での研修への参加支援（１名）、研修に
係る研修費、教材費

200 200

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 ﾞ ｱ ﾟ事業

（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。

県内外への研修参加支援。また、相談員の研修に係る資料代と負担金を負担することで、研修参加回数を増やすことにより、相談員の

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）

法改正等の対応を図るための書籍や相談受付のための備品を購入するにも予算的に不可能な状態。　H21年に相談専用のパソコンを購入し相談体制の充実を図る。
消費生活行政担当課の「専用」公用車はなく、共用であるので、啓発や相談者宅への往復も時には他課の公用車を借りている状態。

（強化） 法改正等への対応のため、関係書籍を購入する。消費生活行政担当課専用公用車を購入し、町内の啓発、相談者宅への往復等に活用する。

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） なし

（強化） 相談件数の増加に対応するため、週1日の相談から、隔週で1日相談日を拡大する。

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） なし

（強化） 消費者・行政・業者の３者間で連携し、レジ袋削減の推進を実施するに当たり、ミニのぼり旗(200本)を作成し、啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 商業・産業振興部署と連携し、町の総合イベントの１つとして食の安全安心に係る講演会を実施する。(１回）

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）

県内外 研修参加支援。 、相談員 研修 係 資料代 負担 負担す 、研修参加回数 増やす 、相談員
より一層のレベルアップを図る。
県等県内で開催される研修へ参加するための旅費等を支援（相談員1名×15回)
国民生活センター等県外で開催される研修へ参加するための旅費等を支援(相談員1名×15回)

（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

-1 569 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 787 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,566          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,356          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,353            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（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 2,656            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      120             人時間／年 240                

1,569       千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 787           千円 前年度差



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、国民生活センターへの相談員の研修参加に対する旅費等支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定
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