
都道府県コード 280003

平成 年度23

兵庫県 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）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

391,073                      

取崩し割合

7,030                          

①参加者総数

38                              

36,519                        

391,073                                                          

652,384                                                          

76,916                        

4,275                          

8,784                          

実施形態

基金取崩し額

2,746                          

38,959                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

38%

-                                

管内市町村予算総額

270          

11,135                        

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

7,656                          

3,499                          

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業 3,479                          

太子町、県

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

5              

②年間研修総日数

6              

300          

②年間研修総日数

③参加自治体

7,549                          

102,030                      

1,041,417                                                       

54,369                        

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

59,131                        

-                                

5,779                          

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

59,131                        

事業名 都道府県

2,280                          

-                                

-                                

4,284                          

法人募集型

16,333                        

- -                                

平成 23 年度 兵庫県 事業計画【総括表】

99,878                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

福崎町・上郡町・豊岡市・香美町・丹波市・南あわじ市

289,043                      

4,151                          124                            

15,410                        

22,962                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

96,624                        

都道府県予算

133,143                      

消費者行政予算総額

389,033                                                          

合計

（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



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

⑧食品表示・安全機能強化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

講師謝金、旅費、テキスト作成費、会場借料、パ
ネル作成費、モニターへのアンケート印刷費、ア
ンケート送付・回収用郵券代、啓発資料作成経
費、施設訪問に係るバス借上げ費、参加者保険
料、チラシ作成、啓発ｾﾐﾅｰ委託費、テキスト・チ
ラシ印刷費

弁護士の活用（年60回）
臨床心理士等その他専門家の活用（年36回）

相談員及び消費者行政担当者の県内での研修への参
加支援（19名）、県外での研修への参加支援（年4回、14
名）

管内の相談員や消費者行政担当者を対象としたﾚﾍﾞﾙ
ｱｯﾌﾟ研修の開催（64回）

謝金、旅費

1,619

5,989

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材費、法人
募集型研修参加支援費

旅費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,560

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材費

事業の概要

4,284

6,075

3,499

4,284

7,656

食の安全安心に関するフェアー開催・パネル作成、食の
安全安心情報モニターの設置、消費者による食品表示
チェック活動員の設置、食品表示啓発資料の作成、食
品衛生管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ認定施設訪問による食の安全学習
ツアーの開催・事業者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修開催、食肉の安全
安心についての啓発セミナー・学習会（食肉センター見
学含む）等の開催、学習テキストの作成

③消費生活相談員養成事業（研修開催） 7,656相談員養成の実務的研修の開催（5名）

3,609



⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

2,599          

12,811

4,460

　

4,151

　

報酬、費用弁償（通勤旅費）、社会保険料

試験品等購入経費（試売品・検査器具）、商品テ
スト専門員謝金・旅費

講師謝金、講師旅費、会場借料、普及啓発用チ
ラシ作成費、調査員証等作成、調査員活動費、
専門家（弁護士・建築士等）への報酬、旅費、資
料作成費

2,599                 
旅費、偽装判別調査試売品購入経費、事業者向
けセミナー会場借上料、資料作成費

12,811

講師謝金、旅費、会場使用料、テキスト作成費、
研修会・セミナー開催経費、パンフレットの作成、
消費者リーダー等養成講座開催経費、消費者
リーダー等活動費（講座講師謝金、旅費、ボラン
ティア保険、モニター・広告表示調査・啓発活動
費）、消費者リーダー等活動支援手帳の作成、ﾊﾟ
ﾈﾘｽﾄ謝金・旅費、会場設営委託、資料作成費、
学習教材作成委員会委員報酬、委員旅費、教材
制作委託料、啓発資材作成費

36,51938,497

通信講座・出前講座・消費者体験テスト学習会の開催、
啓発資料の作成、消費者リーダー等の養成・活用（養成
講座開催、啓発等事業実施）、消費者フォーラム・消費
者月間イベントの実施、高校生・教員向け学習教材の増
刷、映像教材作成及び教員研修の開催、地域消費者
ネットによる啓発・学習事業、消費者月間パレードの開
催

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業
健康食品や生活用品に関する商品テスト・調査の実施
商品テスト専門員の設置（年20回）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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）

　

食品表示に関する事業者指導の強化

22,962               

　

104,572      

事業者自主行動基準・食品トレーサビリティの取組の事
業者への普及啓発による消費者被害防止の強化
消費者による物価監視の実施（毎月1回）
専門家による消費者相談の開催(年100回）
消費者・事業者・行政の信頼に基づく協働を促進するた
めの消費生活三者会議の開催
PIO-NET活用市町を支援するための研修会等の開催

消費者庁の創設に伴い、食に関する相談や食品表示に
係る指導の強化を図るための人材の配置

22,962        

102,030            



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

　

相談員や消費者行政担当者が県内開催の研修・事例検討会等参加する際の旅費を支援（3回×19名分）、県外・国民生活ｾﾝﾀｰ開催
の研修参加旅費を支援（14名分）

（既存）

（強化）

　

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

なし

（既存）

（既存）

事業名

・県内相談窓口に寄せられた専門的知識が必要な相談処理への活用（年78回、専門家：弁護士、建築士、クリーニング士等）
・県内相談窓口に寄せられた専門的、広域的な事案をとりまとめ、①弁護士に助言を得る事例検討会（月1回）　②臨床心理士等の専
門家による検討会（2ヶ月に1回）を総合センターで開催

なし

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

・食の安全・安心に関するフェアーの開催・パネル作成（13地域）
・県が提供した食の安全安心に係る情報に係るリスクコミュニケーションを検証するため、食の安全安心情報モニターを設置（200名）
・消費者・食品関連事業者・専門家等によるリスクコミュニケーション実践のための意見交換会を開催（7回）
・小学生と保護者を対象とし、食の安全安心について考える学習ツアーの開催（工場見学、グループワークによる意見交換会等）
・食に関する知識やリスクコミュニケーションの手法を学ぶリスクコミュニケーター育成講座の開催（3回）
・食品表示チェック活動員に対する研修会の開催
・食品表示啓発資料（27000部）の作成
・食品衛生管理プログラム認定施設訪問による食の安全学習ツアーの開催（7回）、認定取得促進のための事業者向けフォローアップ
研修の開催（3回）
・食肉の安全安心について学習するためのテキスト(1000部）の作成、学習会や意見交換会（消費者・食肉センター管理者・食肉衛生
検査センター・食肉関係事業者など）、啓発セミナーの開催
・地域で主体的に消費者トラブルの防止活動を展開していくネットワーク体制を構築するための「地域消費者ネット」会員による消費者
啓発・学習（140回）
・消費者月間に街頭パレードを開催

市町消費生活相談員担当者等研修会を開催（年2回）

（強化）

県開催の研修等参加旅費を支援（年1回×14名）

県内市町からの要望を踏まえ5名を養成するための実務的研修の開催

新任研修3回、食品の安全や食品表示、消費者被害が起こりやすい取引に係る事例検討などの専門研修を県下各地域で新規開催
（年51回）、弁護士によるゼミナール方式による研修開催（年10回）

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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（強化）

弁護士による随時相談の実施（年10回）

（強化）



調査・試験研究4件、原因究明テスト26件、強化に係る商品テスト機器は設置していない

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

・原因究明ﾃｽﾄ（10件)、食の安全性・安心に関する調査等（2件：健康食品（高麗人参など）に関する調査、敷物等から放散される化学
物質に関する調査）を行い、成果を公表することにより消費者啓発を行う
・専門家を商品テスト専門員として登録し、職員ができない商品テストを実施（年20回）し、苦情の原因究明機能を強化する

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

（既存）

・民生委員や介護ヘルパー等を対象とした研修会（10地域×2回)、出前講座（年30回)、消費者体験テスト学習会（年24回）、セミナー
等の新規開催
・通信講座の開催（県下700人）
・地域消費生活リーダーによる啓発講座等の実施(登録245人×年1回以上）
・若者の消費者力の向上と次世代を担う消費生活リーダーを養成（300人）
・合理的で主体的な行動をとれる消費者力を備えた若者を育てるための消費者教育用教材（冊子）を増刷（10万部）するとともにＤＶＤ
教材を作成（300枚）し、県内高校に配布するとともに教員対象研修を開催
・消費者フォーラムの開催（1回）、消費者月間イベント（７地域×1回）の実施
・インターネット関連トラブル被害防止ポスター（3,000部）・ステッカー（30,000部）の作成
・食の健康に関する研修会の開催やリーフレット(115,000部）の作成

（強化）

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）

なし

（強化）

食品表示に係る事業者への啓発強化のため、事業者向けセミナーの開催、食品表示偽装判別調査の実施、食品表示チェック活動員
による偽装表示通報に基づく調査・改善指導の実施、新たに設置した食品表示指導員による小売店・中間流通業者・食品製造事業者
の調査・監視の実施

（既存）

・事業者自らが消費者トラブルの未然防止等に努め、社会的信頼を確立するための「事業者自主行動基準」導入ガイダンスを活用した
中小企業等における導入支援講習会を開催
・食品トレーサビリティの取組を普及・定着させるためのチラシ作成及び事業者向け実地講習会の開催
・物価の価格調査の実施（月1回、県下150人)
・弁護士や建築士等の専門家による消費者相談を相談員同席で実施（弁護士等：100回）
・消費者・事業者・行政の信頼に基づく協働を促進するための消費生活三者会議の開催
・PIO-NET活用市町を支援するため、相談情報の取扱い等に関する研修会の開催やﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ機能の設置

（強化）

なし

・農林振興事務所等に食品表示相談窓口を設置するとともに、食品表示制度に関する相談や指導を行う食品表示指導相談員を設置
（10名）

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

消費生活情報紙「Ａらいふ」の発行（11,000部×7回）

（強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業

（既存）

　

（既存）

（既存）なし



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

10      22,962            

参加者数

人日

5      

自治体参加型

実地研修受入人数

法人募集型

人

実施形態

人

-       

年間実地研修受入総日数 270   

15,080            

年間研修総日数 人日

10      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）



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）

　

3,479          
福崎町、上郡町、豊岡市、香美町、丹波市、南あわ
じ市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、加古
川市

2,280          

7,693          

1,825          

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚
市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川
市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小
野市、加西市、加東市、多可町、市川町、福崎町、
神河町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子
町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香
美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわ
じ市、淡路市

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） 　

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）

芦屋市、伊丹市、川西市、宍粟市、佐用町、豊岡
市、新温泉町、丹波市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚
市、川西市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂
市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加
西市、加東市、多可町、福崎町、神河町、相生市、
赤穂市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡
市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、
丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

61,387        59,131        拡充37箇所

相談員（正規職員含む）対象の研修会を開催

3,479          

　

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

計128名分の研修参加支援

新たに相談員養成6名

2,280          
芦屋市：随時(1年）、伊丹市：随時（1年）、川西市：随時（1
年）、宍粟市（年20回）、佐用町(年2回)、豊岡市(年6回）、新
温泉町（年24回）、丹波市（年1回）

1,825          

6,959          



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

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚
市、川西市、三田市、加古川市、高砂市、稲美町、
播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東
市、多可町、姫路市、市川町、福崎町、神河町、相
生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡
町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、
篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

尼崎市、西宮市、宝塚市、加古川市、西脇市、加
東市、姫路市

2,746          

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費生活センターにおける放射性物質検査機器整備

　 　

食品表示・安全分野に係る啓発

　　

124             南あわじ市

96,624        

124             

　

2,746          

消費者被害防止のための啓発

　 　

消費生活相談員の新規設置及び勤務日数の増（62名）、報
酬引上げ（22名）等により増大する業務に対応

100,748       

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名
川町、明石市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、
三木市、小野市、加西市、多可町、姫路市、福崎
町、相生市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐
用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉
町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

38,959        

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）

118,282       76,916        

・くらしのウォッチャーによる調査・啓発事業、くらしのパート
ナー事業、消費者・事業者・行政の三者交流事業（神戸市）
・弁護士等専門家による相談会（尼崎市：年49回、宝塚市：
年22回、市川町：年5回、相生市：年10回、赤穂市：月1回、
太子町：年5回、篠山市：月1回）
・衛生部門等と連携した放射性物質検査機器整備（西宮
市、たつの市）、委託検査実施（尼崎市、西宮市）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
神戸市、尼崎市、西宮市、宝塚市、市川町、相生
市、赤穂市、たつの市、太子町、篠山市

39,468        

289,043      合計 338,032      



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

89      76,916            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

50,380            

人

-      人日年間研修総日数 298   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 -      

対象人員数
（報酬引上げ）

22      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 6      人

62      



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

249,961           

652,384           

千円

-                     -                     

184,431           -82,401           千円

289,043           

287,003           

-

37,042            千円

別表３ 基金の管理等

391,073          

千円

102,030          

289,043          

39,546            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

千円

前年度差

-45,359           千円

1,041,417        1,168,019        

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

平成22年度 平成23年度

千円434,392           千円 389,033           

102,030           千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

326,495           

407,132           

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 363,341           

391,073           

千円

-                    

千円

積増し相当分

-43,791           

千円

-

千円

-

千円 -

-

44%

チェック項目

-

26%

-

-千円

-82                

千円

千円

-37,452           

-81,243           

-126,602         千円

-6,749            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

657,093           千円 650,344           

千円324                

242                 

510,926           

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

千円

千円324                 

千円

733,627           

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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 -82                

千円

千円 242                

-119,853         38%



２－２．消費者行政予算について②

人

人

人

人

千円

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

％

％44.30565434

26.2265669

37.55200847

千円

千円

％

363,341           

287,003           

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

-                     

-                     

-                     

650,344           

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円



２－３．消費者行政予算について③ ※活性化計画を24年度まで延長予定のため記載省略

391,073           

652,384           

千円 363,341           千円

千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円

千円

千円

389,033           

千円

千円287,003           287,003           

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

102,030           

千円

千円

652,384           

289,043           千円

-                     千円

平成20年度 平成23年度

千円389,033           

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 -                     

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

-                     千円

363,341           

1,041,417         

千円

千円650,344           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円650,344           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

1,041,417         千円

千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円



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

14       

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

39,546                              

100,000                            

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

100,000                            

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

人

人

-        

平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

14       

10       

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数-        相談員数うち委託等の相談員

千円

1,369,000                         

千円

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

391,073                            

④その他

処遇改善の取組

○

275,231                            

３．基金の管理

千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

38                                    千円

11       

平成23年度末予定

相談員数

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センター等への研修参加機会の増及びそれに伴う旅費の支援

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 666,054                            

24       相談員総数

60,492                              

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

250                                  千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

25       人


