
都道府県コード 25

平成 年度22

滋賀県 事業計画



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

２ 消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

15,308                        

2,131                          

704                            

33,196                        

-                                704                            

25,454                        

-                                -                                

7,742                          

19,775                        

-                                15,308                        

6,444                          

（５）消費生活相談窓口高度化事業

-                                

4,409                          （１）消費生活センター機能強化事業

373                            -（２）消費生活相談スタートアップ事業

-                                

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

1,717                          

合計 55,154                        

平成

事業名

22 年度 滋賀県

都道府県

1,894                          

11,322                        

-                                

373                            

6,913                          

4,555                          6,449                          

3,879                          

-

99,581                        

-                                

-                                

3,879                          

26,219                        

市町村

事業計画【総括表】

-                                -                                

合計

414                            

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

44,427                        

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

100,860                                                          

117,687                                                          

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

消費者行政予算総額

管内市町村予算総額

実施形態 管内全体の研修参加

46%

都道府県予算

218,547                                                          

基金取崩し額 99,581                                                            

③実地研修受入自治体

①参加者総数

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

別表１ 都道府県実施事業分

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

事業の概要

相談体制の整備、窓口周知リーフレット作成

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

電話設備の整備、パソコン購入、研修室用大型モニ
ター購入、相談窓口リーフレットの作成等

1,045                 1,045          

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

6,913                 6,913          

対象経費

講師謝金、費用弁償、eラーニング講座委託

旅費、参加負担金

研修会の開催、eラーニング講座の開催

849                    消費生活相談員等研修参加支援 1,678          

委託料

19,475         委託料、旅費、会場借上料
大学生向け消費生活講座の開催、一般向け消費生活講
座の開催（基礎、応用）、相談マニュアルの整備、巡回相
談指導、多重債務無料相談会の拡充

19,475                

⑧食品表示・安全機能強化事業

300                    

消費生活から見た「食」の講座開催 講師謝金、費用弁償、資料作成414             

25,454         

1,810          苦情処理検討委員会の開催

メディアを活用した啓発、（仮称）消費生活問題出張相談
キャラバン開催、啓発冊子の作成

414                    

合計

704                    

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化） 企業情報調査収集

55,154               57,089        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

300             

委託料、謝礼、費用弁償、啓発資材の作成、会場借上料25,454                

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業 委員報酬、費用弁償、会議録作成



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

消費生活相談員が１人１回以上、国民生活センター等の研修に参加する。

年間３～４人が国民生活センター等の研修に参加。

（既存）

弁護士や消費生活問題の専門家を招いて、県および市町の消費者行政担当者、消費生活相談員対象の研修を開催する（年12回程
度）

（既存）

（強化）

経費をかけずに研修を開催していた。

録音機能付き電話機の整備。ヘッドセットの整備。インターネット接続環境の整備（相談員全員にインターネットに接続できるパソコンの
配備）。大型モニターの購入。事業者指導対応物品（パソコン、携帯コピー機、カメラ類、ＩＣレコーダー等）の購入。相談窓口一覧リーフ
レットの作成（100,000部）。

①消費生活センター機能強化事業（増設）

相談受付用の電話に録音機能がない。ヘッドセットが片側だけのため聴き取りに集中できない。相談員用のパソコンが人数分配置され
ておらず、またインターネット接続環境が悪いため、相談に応じながら同じ画面を見て聞き取ることができない。事業者指導に十分な備
品が整備されていない。研修室に大型モニターがない。相談窓口の周知がまだ十分でない。

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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

「くらしの情報セミナー」の開催。啓発資材の作成、購入。

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

「くらしの情報セミナー」の中で、消費者向け講座を1回開催。

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑩商品テスト強化事業

上記以外に、メディアを活用した啓発（テレビ、ラジオ、Ｗｅｂ）。（仮称）消費生活問題出張相談キャラバンの開催（４回程度）。啓発冊子の作成。

（強化）

（既存）

開催を促進し、あっせん・調停機能を強化し、地域おける裁判外紛争処理機能を強化する。（５回程度）

（強化）

開催実績なし。（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

（強化）

「くらしの情報セミナー」以外に、消費者向けの講座を開催（２回）。

（既存）

（強化）

（強化）

ホームページ等での企業情報の収集するのみ。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（既存）

（強化） 企業情報を有するサービス提供会社に調査を委託し、事業者についての客観的な情報を入手、事業者指導に活用する。

多重債務無料相談会を年１～２回実施。

大学生向け、一般向け（基礎、応用）消費生活講座の開催。県および市町の消費生活相談担当者が相談対応の手引書として活用する
消費生活相談マニュアルの整備（100部程度）。相談員を配置していない町に対する巡回相談指導の実施（各町12回程度）。多重債務
無料相談会の拡充（年10回程度）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

実施形態

-      

年間研修総日数 人日

参加者数

研修参加・受入要望

-      

人-      -      

-                    

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-                    

人日年間実地研修受入総日数 -      

人

自治体参加型 法人募集型

実地研修受入人数



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

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） 日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町 373             

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、栗
東市、甲賀市、湖南市、高島市、東近江市、米原市

体制整備（備品購入、参考図書購入等）。窓口周知用広報誌発

373             体制整備（備品購入、参考図書購入等）。窓口周知用資材作成

4,409          7,218          

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

4,555          各種研修参加に伴う旅費、参加負担金
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守
山市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江
市 米原市 日野町 愛荘町 甲良町 多賀町

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） 5,155          

専門家に対する謝礼、費用弁償3,879          

教育・啓発資材の作成。講座・研修会等開催経費。7,742          

講師謝礼、費用弁償、啓発物品作成。

市、米原市、日野町、愛荘町、甲良町、多賀町

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

大津市、近江八幡市、草津市、東近江市 1,767          

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

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、野
洲市、東近江市

4,637          

1,717          

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）

8,373          

関係職員研修開催。消費者団体との連携によるイベント開催。

相談員の新規雇用。常勤職員の時間外手当。⑯一元的相談窓口緊急整備事業
彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、野
洲市、東近江市

1,174          
長浜市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南
市、東近江市

1,516          ⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

21,168         15,308         

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守
山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、
東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷
町、甲良町、多賀町

近江八幡市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、高
島市、東近江市

6,100          
専門家による相談の実施。消費者団体への事業委託。消費
者モニターの委嘱。セミナー開催。

5,270          

56,307        合計 44,427        



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

8      9,678              15,308            

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

人

-      人日 年間実地研修受入総日数

-      人

-      人日

実地研修受入人数 -      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

92,290             

24,335             

-                     千円-                     

千円①都道府県の消費者行政予算

平成21年度

千円

-                    

交付金相当分 99,581            

千円

55,154            

44,427            

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

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

平成22年度

55,154             千円

117,687           千円 25,397             千円

30,819            

-                    千円

千円

積増し相当分

前年度差

千円

チェック項目

-

47%

-

33,259             

-

218,547           184,297           

-5,422            千円千円

56,433             

千円

千円 千円

千円 46%

千円

千円

41,987            

181                -

千円

千円

千円

千円

千円

千円 181                

-2,315            

千円

-7,737            

8,853               

34,250            -

千円 -

千円

-千円

-

千円

11,168            

126,703           千円 118,966           

-

44%

うち基金（交付金相当分）取崩し額 57,594            

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

92,007             

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

361                

③都道府県全体の消費者行政予算総額

62,533             

44,427             

100,860           

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

180                 

99,581            

180                

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

361                 

うち基金（交付金相当分）対象外経費 67,955             

58,748             

千円

千円

千円

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

３．基金の管理

千円

千円

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

-                                     

-                                     

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 260,156                            

千円

千円

千円

千円

千円

-                                     

-                                     

千円

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1,407                               

161,982                            

99,581                              平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

250,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

人相談員数 平成22年度末予定 相談員数

人相談員数 平成22年度末予定

人

相談員数

相談員数

11       

相談員数 平成22年度末予定平成21年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

平成22年度末予定11       

うち委託等の相談員 平成21年度末

平成21年度末

④その他

処遇改善の取組

11       

○

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

③就労環境の向上

研修参加支援の充実。県で開催する研修会の充実。

相談体制の整備（録音機能付き電話機、ヘッドセット、インターネット環境整備）

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

人11       相談員総数


