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平成 年度23

和歌山県 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

32,319                        

-                                

4,767                          

4,948                          

①参加者総数 -              

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

47                              

管内全体の研修参加

47%

-                                

540                            

-

-                                

-                                

-                                21,259                        

16            

③参加自治体

800          

15,328                        

971                            

-                                -                                

-                                -                                

971                            

26                              

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数 -              

取崩し割合

-                                

83,815                                                            

32,962                                                            

4,197                          

②年間研修総日数

事業名

-                                

都道府県

（７）食品表示・安全機能強化事業 26                              

（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

15,328                        

（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

-                                

4,227                          

（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

-

-                                

事業計画【総括表】

合計市町村

-                                

平成 23 年度 和歌山県

①参加者総数

26,967                        

-                                -                                

32,319                        

21,259                        

消費者行政予算総額

146,359                                                          

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 9,145                          

83,815                        56,848                        

179,321                                                          

（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

-                                

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

和歌山県

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額



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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村職員の相談業務能力スキルアップのための研修
を開催

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

相談業務委託料（報酬・各種保険等・一般管理費・消
費税）

食の安全セミナーの開催 講師謝金、講師旅費

2,049          
県消費生活センター相談員のレベルアップのための研
修参加支援

32,319        

対象経費

委託料（講師謝金、講師旅費、会場借料、研修生日
当、研修生旅費、教材経費、その他管理に係る経費）

旅費、研修費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,049                 

研修業務委託料（講師謝金、講師旅費、会場借料、教
材作成・購入経費等）

4,948                 

事業の概要

26                     

2,178          

26              

15,328               15,328        

2,178                 

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

③消費生活相談員養成事業（研修開催） 消費生活相談員養成講座（初級・中級・中上級）の開催

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）

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

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 県消費生活センター相談員の増員及び報酬の引上げ

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

56,848        

消費者被害防止ネットワークの支援。専門相談員の活
用促進。地域の実情に合わせた相談員養成講座。食品
等に係る放射性物質検査機器の整備。

4,948          

56,848              

講師等謝金、講師等旅費、研修生旅費、研修用教材
購入費、啓発用リーフレット作成費、会場借料、検査機
器購入費等

32,319               



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（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）

（既存）

（強化）

なし

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

なし

（既存）

１６名（初級６名・中級６名・中上級４名）の人材を養成

（強化）

なし（既存）

（強化）
県消費生活センター全相談員が、単独で高度な相談業務や市町村に対する助言・指導等を行うことができるレベルに達するため、必
要な研修に参加することを支援。のべ１０８日（１４人）

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

県消費生活センターが「食の安全と放射線」に関する講座を開催（１回）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

（強化）

全市町村の消費担当職員が、消費者安全法の規定する市町村業務を行うために、必要な法律知識に加え相談者とのコミュニケーショ
ン等、実践的な相談スキルを身につけるよう研修を実施

（強化）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）
消費者被害防止ネットワークを強化するための研修、情報交換会の開催支援。専門相談員未配置市町村における相談員の活用促
進。消費生活相談員資格保持者のいない地域における相談員養成講座の実施。食品等に係る各種放射性物質検査機器の購入。

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）本所及び紀南支所において平日(9:00～17:00)、本所において日曜日(電話10:00～16:00)の相談業務を実施

本所において土曜日（年５１日）に２人の相談員を、平日に市町村相談窓口支援の相談員を１人配置し、報酬額の引上げを実施

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）

人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

14      4,948             

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型

16    

-      

実施形態

-      人

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

14      

年間実地研修受入総日数 318   

2,391             

年間研修総日数 人日

3       

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



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）

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） 橋本市・有田市・御坊市・田辺市・上富田町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

50              

963             

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

和歌山市・橋本市・御坊市・田辺市・岩出市・
かつらぎ町・みなべ町・太地町

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） 有田川町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
和歌山市・海南市・橋本市・有田市・御坊市・田辺市・紀の川市・岩出市・紀美
野町・かつらぎ町・高野町・湯浅町・広川町・有田川町・由良町・印南町・みなべ
町・日高川町・白浜町・上富田町・すさみ町・那智勝浦町・太地町・古座川町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

556             

①消費生活センター機能強化事業（新設）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

50              相談業務に必要な機器の設置

相談業務に必要な機器の設置、執務参考図書の購入921             

540             相談職員等の研修旅費・研修費の支援

21,259        
教育・啓発のためのパンフレット・資料等の作成・配布、
講演会・講座の開催、マスメディア活用による啓発

21,312        

7,360          専門相談員に相談業務を委託4,197          ⑯一元的相談窓口緊急整備事業
和歌山市・海南市・橋本市・有田市・紀の川市・岩出市・紀美野町・かつら
ぎ町・九度山町・高野町・湯浅町・広川町・有田川町・印南町・みなべ町

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）

26,967        

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 30,241        

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計 追加的総費用

16      4,197             

1,659             

人

法人募集型

-      人日年間研修総日数 -      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）

1       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 -      人

15      



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

①都道府県の消費者行政予算

33,706             

千円 32,962             

千円

-                    

56,092             千円 146,359           

12,990             

交付金相当分 83,815            

千円

56,848            

26,967            

積増し相当分

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

179,321           69,082            ③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

90,267             

平成22年度 平成23年度

千円千円

34,462            千円 56,848             千円

千円 16,635            

89,511             

-                     千円 -                     

26,967             10,332             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

55,805            千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                    

千円

千円 5,995               -

千円

千円

3,337              

千円 -                     

千円

千円

82%

千円

19,972             

-                    

千円

-                    千円

-

千円

千円

-

千円 -

千円

-

47%

110,239           

51,097            千円

千円

チェック項目

-

39%

-

-

59,142            

-                     

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 36,364            千円 95,506            

千円

2,658               

32,718            

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

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

22,386             

83,815            

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

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）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 -                    

千円

千円 -                    



２－２．消費者行政予算について②

人

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 人

-                     

-                     

うち管内市町村

％

％81.81239002

38.84147883

千円

％

89,511             

5,995               

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

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

うち管内市町村

千円

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

-                     

95,506             

-                     

46.74020332



２－３．消費者行政予算について③

③都道府県全体の消費者行政予算総額

5,995               千円

千円

千円

千円

千円 32,962             

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

146,359           

56,848             

146,359           

平成20年度

千円 千円

89,511             

千円

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）対象の賃料、人件費等

平成23年度

千円

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）対象外経費

千円

83,815             

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

32,962             

26,967             

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）対象の賃料、人件費等

-                     千円

千円

千円 千円95,506             

千円

千円千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

179,321           

5,995               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 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

89,511             千円

千円

千円

千円

179,321           

95,506             



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       

平成22年度末

-        

３．基金の管理

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

時給単価の増額

相談員総数

相談員数 人

人平成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

④その他

処遇改善の取組

○

平成22年度末うち委託等の相談員

-        

-        

-                                     

千円

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 157,983                            

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

-                                     

①報酬の向上

15       平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

15       

相談員数

-        

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

人

相談員総数

千円

83,815                              千円

千円

平成23年度末予定

千円

千円

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

677                                  

201,500                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 74,845                              

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

人

千円

-                                     千円

-                                     

14       


