
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）

講師謝金
講師旅費
会場使用料

402                   

旅費

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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。

平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 神戸市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業の概要

自治体コード

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

402               

年度

消費生活相談員としての資質向上に必要な各種研修会

281000

事業経費

旅費
研修受講費

29,823           

①講師謝礼、講師旅費、教材・図書購入費、論文集作成費、会
場使用料、設営費、スクール運営委託料、講師派遣謝礼、講師
派遣旅費、掲載料

②メール配信委託料、広報費、広告掲載費

③研究会・講演会開催経費、教材制作指導・監修委託費

④研究会・講演会開催経費、ポスター等印刷費、夕食宅配チラ
シ・封筒経費

⑤図書・ＤＶＤ・機器・什器整備等 講師謝礼 講師旅費 教材

1,498                

29,301              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
消費者問題の専門家の育成を行う。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
ナー等の指導を行う。

②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
情報の配信や交通広告による啓発を行う。

③消費者教育推進事業
消費者教育推進のための研究会を開催する。

④こうべ高齢消費者見守りネット
高齢者を見守るための消費者教育研究会を設置し、また
福祉関係者を対象とした高齢者見守りを推進するワーク
ショップを開催する。さらに、悪質商法対策ポスターの医
療機関等へ配布したり、食事宅配事業者の協力を得て啓
発ちらし等を配布する。

⑤神戸消費者教育センターの整備
消費生活センターにおける教育機能等強化のため、消費
生活センターに図書・ＤＶＤ・機器・什器整備をするととも

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）

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

1,498            
消費 活相談員 質向 各種 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。

⑤図書・ＤＶＤ・機器・什器整備等、講師謝礼、講師旅費、教材
材料費

生活センターに図書・ＤＶＤ・機器・什器整備をするととも
に実践講座を開催する。あわせて消費者教育用教材を作
成する。



16,057              

50,713              

3,455                

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）
消費生活相談員の報酬の増額に伴う諸経費

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。

①パートナー謝金、会場使用料・設営費、委嘱状作成費、調査
票作成費、封筒印刷経費

②講師謝金・旅費、資料印刷経費、会場資料料

50,863           

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-- 86,041           

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①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の実施

②三者交流事業
事業者などを対象としたセミナーを開催する。

3,455            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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。（延べ90人・67回）

（強化）
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。
県主催研修など 小限の研修に相談員の自費により参加

（既存）

（強化）

（強化）

なし

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

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）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

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）
（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）



⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）

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」の修了生を「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、生活情報センターや週末相談ダイヤルを広く市民
に広報するため交通広告を活用する。
③消費者教育推進事業
　消費者教育推進のための研究会を開催し、教材について検討する。
④こうべ高齢消費者見守りネット
高齢者を見守るための消費者教育研究会を設置し、また福祉関係者を対象とした高齢者見守りを推進するワークショップを開催する。さ
らに、悪質商法対策ポスターの医療機関等へ配布したり、食事宅配事業者の協力を得てステッカーや啓発ちらしを配布する。
⑤神戸消費者教育センターの整備
消費生活センターにおける教育機能等強化のため、消費生活センターに図書・ＤＶＤ・機器・什器整備をするとともに実践講座を開催す
る。あわせて消費者教育用教材を作成する。

相談時間 ９時 １２時 １３時 １７時

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①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。
②三者交流事業
事業者などを対象とした消費者志向経営等に関するセミナーを開催する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

・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）
・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充実し、市民サービスの向上を図る。
・平成20年度時点1,220円/時であった報酬額を，平成22年4月1日に1,520円/時に引き上げたものを継続する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（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）



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）

人 人時間／年

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数

人

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

自治体参加型

2,205              

年間実地研修受入総日数

参加者数

研修参加・受入要望

人日

17     

年間研修総日数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

17     

追加的総費用対象人員数計

16,057            17     



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-10,361       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 16,057           千円

20年度差 前年度差千円

平成20年度の消費者行政予算 129,793         

126,640       千円

千円

人-      

千円

-3,153         

17    

千円

千円

千円

平成24年度末予定

平成24年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末

205,912         

消費生活相談員の配置

-                  

177,353         

50,713         

千円

137,001       

人相談員数 -      

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 68,911         千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 17    相談員総数

千円-                  

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

※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

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。

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人

○

○ 平成22年4月より時給1,520円に増額したものを継続。

17    

-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人

人

相談員数

相談員数

17    

-      

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

平成23年度末



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28202

事業経費

消費生活啓発カレンダーの購入、啓発用備品及び消耗
品並びに車両の購入、相談時の作業環境を向上させるた
めの備品の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

4,258            

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

自治体コード 平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 尼崎市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消耗品費、役務費、備品購入費

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）

4,258                

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） 10,859           

432               
相談員、担当職員の国民生活センター主催研修参加、研
修会参加資料代

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

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）

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

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

小中高生対象インターネット被害防止講座
市民向け消費生活問題講演会の開催

18 511

食品表示・安全分野講演会の開催、イベント関連備品購
入

313                   

335               講師謝金、消耗品費、備品購入費

講師謝金、消耗品費

相談員勉強会の実施 132               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

335                   

432                   

賃金、共済費相談・啓発業務補助職員１人の雇用 2,182            

謝金　講師謝金
委託料、消耗品費、備品購入費、職員旅費

相談員が弁護士・司法書士と同席し多重債務等特別相談
を実施
放射性物質の検査委託等、放射能検査機器の整備
担当職員の放射線関係の研修の参加

132                   

職員等旅費、研修参加資料代

18 511

2,182                

10,859               

講師謝金

313               

合計 18,511         -- 18,511              



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

啓発事業強化のため啓発資料作成作業及び検討会議を行うためのテーブルの購入、さらに啓発用パネル等を効果的に収納するための
収納備品を整備する。また、啓発パンフレットの整理書棚を整備する。プロジェクターや多機能型端末を購入し、講座で視覚に訴えた啓発
を行い消費者行政の更なる理解につなげる。市内各地で啓発講座や街頭キャンペーンを行う際の移動手段・機材運搬手段として軽貨物
自動車を購入する。録音器や電話機用インカムを購入し相談業務の作業環境を改善する。

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

・相談室の新設、機能強化のための改修を行い、必要な備品（ついたて・テーブル・椅子・待合ベンチ等・パソコン等）を整備した。
・「消費生活センターだより」を作成し市内全戸配布するほか、コミュニティFMでスポット放送を行い、センターの事業の紹介、悪質商法の
手口等 新の消費生活問題を市民にPRする。消費生活センターだより：年1回発行、FMスポット放送：1回30秒（1日3回、29日放送）
・消費生活啓発に使用するポスターやチラシ等を作成するための大判（A1）プリンタ1台、印刷機１台を購入し、効果的な広報を行う。

（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）

（強化）

（既存）

・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や対処法を説明し、インターネット被害を未然に
防止するため、市内の小・中・高等学校を対象とした講座を実施する。
・架空・不当請求、悪質商法の手口や対処法等 新の消費生活問題についての講演会を開催し、被害の未然防止・拡大防止を図る。（1
回実施）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

なし

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 相談員及び担当職員を国民生活センターが主催する研修に派遣（相談員8回、職員2回）する。

（強化） 相談員及び担当職員のレベルアップのための勉強会を開催する。（３回予定）

なし（既存）

（強化）

（強化）
・市民を対象に食の安全・安心に関する講演会を開催し、被害の未然防止を図る。（1回予定）
・食品に関する講座等啓発事業のための備品として、塩分計及び糖度計を購入する。



⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

なし

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

相談業務に係る統計整理・問い合わせ対応など増加する業務を円滑に処理するために臨時的任用職員１人を雇用する。

なし（既存）

（強化）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

・多重債務及びその原因となった悪質商法等の解決困難事案について、相談員が弁護士又は司法書士と同席し、多重債務等特別相談
を実施する。（週1回、年間51回）直接市民と接する窓口職員を対象に、多重債務者の早期発見を図るため、多重債務に関する基礎知
識、対応方法を学習する研修会を開催する。（2回実施）
・放射性物質の検査委託等、放射能検査機器の整備
　放射性物質検査関係の講習会に参加する。（職員３回）



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）

人 人時間／年1,899              

自治体参加型

年間研修総日数

1       

参加者数 人

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

人

人日

追加的総業務量

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人 千円

追加的総費用

1       2,182              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置

-                  

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  

平成23年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,324         千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 8      相談員総数

41,688           

18,511         

23,322         

平成24年度末予定

千円

千円

千円

36,646           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-2,820         

8      

千円

23,177         

平成20年度の消費者行政予算 25,997           千円

千円

-145           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 2,182            千円

20年度差 前年度差千円 千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

8      

-      

-      

8      

-      

-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

○

人

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

研修参加のための旅費を支援

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）

586                   

旅費、負担金補助及び交付金

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

消耗品費、印刷製本費、委託料、備品購入費、工事請負費

364                   

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 西宮市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業の概要

自治体コード

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消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

586               

年度

364               消費生活相談員研修参加支援

282049

事業経費

相談用参考･閲覧用図書購入、閲覧用消耗品購入、パン
フレット等印刷、センター案内看板・パネル制作、電動ア
シスト自転車購入、ナンバーディスプレイ工事

7,728                

講師謝金、講師旅費、会場借料、配布資料等作成費

5,160            報償費、消耗品費、印刷製本費、委託料、備品購入費

1,471                

147                   

検査委託料、検体買い上げ費、検査備品購入費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

食の安全安心をテーマとした講演会の開催

5,160                

147               

7,728            

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

小中高校・保護者・障害者・高齢者への出前講座等（3１
回）、家庭科教員・専門家会議研修開催、バス車内広告
（10台）、啓発グッズ作成（悪質商法防止シール、保険証
カードケース、回覧袋、複合ペン、マグネットステッカー、
債務相談窓口案内ポスター）
ＤＶＤソフト購入(2枚）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
食品の放射性物質検査（委託、検体買い上げ、
簡易検査機器付属備品購入）

1,471            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

なし

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

相談ブースの増設及び個室化を行った。啓発番組等を常時放映し、市民及び相談者に映像を通して消費者情報を提供するため大型
ディスプレイを設置。また図書の閲覧コーナー、参考資料展示のレイアウトを変更し、より利用し易い学習の場を提供するため資料情報
コーナーを改修。電話機の設置、情報端末の移設。恒常的に多数の消費者団体活動の拠点として学習室を利用してもらうため学習室
のAVシステムをパソコン接続が可能且つ利用者が簡易に操作ができる高機能機種を導入。
情報収集用録画機能付テレビ・相談用参考図書の購入、改修工事に伴いセンタ

（強化）
相談用参考･閲覧用図書の購入、パンフレット等印刷、センター案内看板・パネル制作、電動アシスト自転車購入、ナンバーディスプレイ工事　によりセ
ンターの周知と利便性を高める。

（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）

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）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
市内流通食品等の放射性物質検査、62検体委託検査予定、簡易検査機器付属備品（テスト線源）購入

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター等が開催する研修会などへの参加支援（宿泊研修６人、日帰り研修延べ約４０人）

食の安全安心をテーマにした講演会（1回目：放射性物質、2回目：食品の苦情事例）、対象者：市民（消費者）等、回数：2回、定員：約100

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

なし

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

なし（その他の出前講座は実施。）

（強化） 小中高校・保護者・障害者・高齢者への出前講座開催、、バス車内広告、啓発グッズ作成（悪質商法防止シール、保険証カードケース、
回覧袋、複合ペン、マグネットステッカー、債務相談窓口案内ポスター）、ＤＶＤにより啓発

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

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）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

自治体参加型

年間実地研修受入総日数

参加者数

研修参加・受入要望

人日年間研修総日数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1,747          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 -                  千円

20年度差 前年度差千円

平成20年度の消費者行政予算 40,021         

42,729         千円

千円

千円

2,708          

6      

千円

千円

千円

平成24年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末

58,661           

消費生活相談員の配置

-                  

50,457           

7,728          

千円

40,982         

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 17,679         千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 6      相談員総数

千円-                  

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

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

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

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人

○

人

-      

6      

-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

6      

-      

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

平成23年度末

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末



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）

国セン及び県開催の研修等に相談員参加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） 198               

28046

事業経費

相談員の知識強化用参考資料購入

年度

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

30                 

事業の概要

自治体コード 平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 芦屋市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

167                   

執務参考資料　

国セン研修　相談員３人各１回　　167,730円

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

30                    

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

困難事案について弁護士への相談 630               

合計

⑭商品テスト強化事業

858               

弁護士会委託　50,000×12カ月×1.05＝６３０，０００円

--

630                   

827                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

相談員の知識強化のため参考資料購入，センター整備のためミーティングチェア，壁面収納ユニット購入

（強化） 相談員の知識強化のため参考資料購入

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化） 国センの研修に参加　３人 各１回

（既存）

（既存）

（強化）

県や経産省等の研修に参加　年５回（既存）

（強化） 困難な事案について弁護士への相談　弁護士会委託　１年間

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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）

人 人時間／年

実施形態

参加者数

年間研修総日数

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,792          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 3      相談員総数

11,858           

827             

千円

消費生活相談員の配置

-                  

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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23年度末

千円

3      

千円

千円

千円

平成24年度末予定

10,838         

14,630           

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  

11,031         千円

平成20年度の消費者行政予算 7,876            千円

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 -                  千円

20年度差 前年度差千円 3,155          193             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成23年度末 相談員数

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

平成23年度末

うち定数内の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

3      

-      

-      

3      

-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定人

人

処遇改善の取組

平成23年度末

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

○

④その他

国，県の研修に参加

①報酬の向上

平成24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）

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）

1,661                

報償費（講師謝礼）458                   

旅費・負担金716

備品購入費（軽自動車、書庫、椅子など）

事業名

458               

事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員レベルアップのための研修会開催

平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 伊丹市 自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

1,661            

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）

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）

年度

777国民生活センターなどへの研修派遣

282073

事業経費

相談室の整備、啓発の向上

3,572            

旅費・負担金716                 

委託料

相談員１名の増員（平成２３年度から継続） 1,190                人件費（報酬・手当）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-8,122                合計 -

1,190            

8,288            

3,467                
報償費（講師謝礼）、リーフレット・グッズ作成経費、参考図書購
入、備品購入費（ポータブル放送機器）、委託料

630                   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

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費生活相談支援弁護士委託 630               

消費者トラブル防止講座の開催、消費者月間講演会開
催、啓発冊子やグッズの作成

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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）

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

777             国民生活センターなどへの研修派遣

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

消費生活相談支援弁護士の導入により、困難事例への的確なアドバイスを仰ぎ、相談窓口の高度化を図る（回数制限なし、年２０件程
度を予定）（平成２１年度から継続）

（強化）

（既存）

相談員１名の増員に伴い相談ブースの拡充と、それに伴うパーテーション、机などを整備し、相談環境の向上を図った。

（既存）

軽自動車の購入、相談資料書庫・椅子等を整備するなど相談業務の充実や教育・啓発の向上を図る

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化） 国民生活センターへの宿泊研修参加数を増やすとともに、県等の研修会へも積極的に参加する。年間３０回程度予定。

（強化） 専門家（弁護士・司法書士等）を招いて月例研修会を開催（年１2回予定）

国・県が開催する研修会への参加支援（既存）

相談員と事務職員による内部研修会を月２回開催。

（強化）

（強化）

（既存）
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）

（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）

なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

度を予定）（平成２１年度から継続）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

相談員を１名増員し、相談員２名体制の日を週３日、相談員３名体制の日を週２日とする（平成２３年度から継続）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

各種講座開催、啓発誌の発行、広報紙へのコラム掲載、FM放送、ホームページによる啓発

ポータブル放送機器の購入、消費者トラブル防止講座による地域での啓発（３０回程度予定）、啓発グッズ（リーフレット・グッズ、参考図
書など）

相談員常時２名体制。５名の相談員が週２日勤務。

（強化）

（既存）

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）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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）

人 人時間／年

人

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

人日

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

参加者数

法人募集型

1,015              1       

人

年間研修総日数

自治体参加型

人

人 千円1       

対象人員数計

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

追加的総費用

1,190              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

193             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 1,190            千円

20年度差 前年度差千円 千円

千円

10,554         

千円

千円

10,361         千円

千円

15,441           

8,122          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

10,522           

-                  

6      相談員総数

18,676           

千円

平成24年度末予定6      

32               

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,080          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

-                  

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成23年度末

平成20年度の消費者行政予算

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

○

研修実施、研修参加支援を引き続き実施する。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他
平成２３年度からの継続で消費生活相談員１名の増員。
相談支援弁護士を引き続き導入し、相談を支援する。

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

○

○ 相談資料書庫など備品の導入により、相談環境を改善する。

-      

6      人

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

-      

6      

-      相談員数-      

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

平成23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数



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）

年度

182               
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

282146

事業経費

ホ－ムペ－ジ改定等作成/執務参考資料等購入

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）

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消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

1,659             

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事業の概要

自治体コード 平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 宝塚市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員等メンタルヘルス対策研修会の実施(６回) 90                 

182                   

委託料、消耗品費、手数料、備品購入費

90                     

旅費、受講料

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）

1,659                 

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 935               

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

訪問販売お断りシール等啓発用グッズの作成
振り込め詐欺防止等啓発チラシの作成
啓発用冊子・リーフレットの購入
市内小中学校ＰＴＡ等を対象とした出前講座の実施
各種イベントを活用した消費者啓発事業の実施
広報誌への消費生活特集号の掲載
高齢者向け特別講演会の実施
路線バス車内窓柱広告の掲載

9,129             

食品表示・安全に係る相談員研修会参加旅費
食品表示・食の安全安心等消費者教育研修会(6回)

4,479                 

121               講師謝礼、消耗品費、使用料

消耗品費、印刷製本費、講師派遣料、委託料、手数料、使用料
広告料、備品購入費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

121                   

賃金、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、)、費用弁
償（旅費）臨時的任用職員の雇用 1,663             

弁護士派遣料、印刷製本費多重債務等特別相談会の開催

9,129                 

1,663                 

935                   

4,479             



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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）
消費生活センターの周知や消費者トラブル事例や悪質商法の被害防止のため、ホ－ムペ－ジを改定し広報の強化を図る。相談対応強
化のため、執務参考図書「法改正等に係るものなど、既存にないものを購入する。個人情報保護を主眼においた相談窓口、相談室の機
能強化を行う

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

相談対応強化のための執務参考図書、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、電子複写機、ファクシミリを設置
するともに、市民へのセンター周知を図るための電子掲示板を設置した。

（強化）

（強化） 国民生活センター研修については、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。

（強化）
相談員等メンタルヘルス対策研修として、臨床心理士を講師に招き事案解決に向けたケーススタディを行い、指導・助言を受けることによ
り相談員等のレベルアップを図る。(6回)

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)（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

広報誌に「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
発の一層の強化や高校生、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、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）を負担する。消費者被害に遭いやす
い高齢者を対象とした特別講演会を開催し、より一層の被害の防止に努める。市内路線バス車内窓柱に啓発広告を掲載する。啓発用Ｄ
ＶＤソフトや紙芝居を作成し、

なし

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）
（既存）

（既存）

（強化）

相談員（臨時的任用職員）1名を平成２２年４月から雇用し、増大する業務に対応する。

なし

なし

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

なし

（強化）

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
食品表示・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、食材の生産から食卓までの食品の安全性を確保する観点か
ら、専門講師を招き「食の安全安心等消費者教育研修会」を開催(6回)する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

なし（既存）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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)　多重債務相談会の案内ポスタ
等の作成



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）

人 人時間／年1,680              

自治体参加型

年間研修総日数

1       

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

人

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人 千円

追加的総費用

1       1,663              

（報酬引上げ）

-       

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

消費生活相談員の配置

-                   

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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

平成23年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,242           千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人-      

6      相談員総数

-      

38,429           

9,129           

28,796         

平成24年度末予定

平成24年度末予定

千円

千円

千円

35,038           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-343            

6      

相談員数人

千円

29,300         

平成20年度の消費者行政予算 29,643           千円

千円

504             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 1,663             千円

20年度差 前年度差千円 千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末 人

人

相談員数

相談員数

-      

6      

-      

6      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

○

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

国・県等が開催する研修参加への旅費・負担金を支援

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 兵庫県 市町村名 川西市

事業名

センターＰＲ用マグネットシートの全戸配布（66,600枚）、書籍購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

1,778            

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談員等の国セン研修参加（４名） 相談員県内研修参加

自治体コード

対象経費

24平成

1,778                

28217

事業経費

消費生活センターのＰＲ    　　　書籍購入

基金（交付金相当
分）対象経費

事業の概要

年度

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 -4,900                

1,445                

-

旅費

630                   

255                   

弁護士相談業務委託料

792               

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師養成講座（２回コース）、高校生向け（1000部）・中学生向け
（1700部）啓発パンフレット、回覧板(500部)印刷費、くらしの豆知
識（100冊）

1,445            
複雑化、巧妙化する消費生活相談に対応するため、委託
による相談員を1名配置

792                   

相談業務委託料（報酬・事務費）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

弁護士を活用し、相談への対応力を強化する 630               

相談員等の国セン研修参加（４名）、相談員県内研修参加
（３名）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

255               

4,900            

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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

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）

（強化） 県等主催研修（5回）、国セン主催専門事例講座等（4人/３日コース）

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）

（強化）

（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

（強化）

（既存）

センターＰＲ用マグネットシートの全戸配布（66,600枚）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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、カウンター下に補助棚設置、大型シュレッダ設置、相談者待合スペースに簡
易な応接セットを設置、相談者用傘立て、パンフレットラック、消耗品収納戸棚、備品管理用テプラ、相談時間管理用の掛時計、子ども
連れ相談者用玩具、絵本、センターＰＲ用パンフレット（7万部：全戸配布）及びマグネットシート（1万枚）、住宅地図、相談カード用収納
ロッカーを整備、バス、電車の車内吊り広告

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（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）

なし（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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
（既存）

講師養成講座（２回コース）、啓発パンフレット印刷（高校生用1000、中学生用1700）、回覧板印刷(500部)

各種講座開催（６回）、出前講座（３５回）、啓発紙発行（年２回）

（強化）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（強化）

複雑化、巧妙化する消費生活相談に対応するため、委託による相談員を１名配置（日給9,450円/日・事務費945円/日：週3日・年１39
日）（H22.5～）

（強化）

非常勤嘱託相談員３名

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業



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）

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

（既存）

人日

実施形態

法人募集型

実地研修受入人数

（強化）

参加者数

研修参加・受入要望

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）

自治体参加型

（強化）

人日年間研修総日数

人

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1,445              1       

追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

-       

対象人員数計

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1,077              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差10,601         

平成24年度末予定 4      

-1,540         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

-                  

千円

千円

千円

千円

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

-                  

千円

4      

-758           

千円

千円

20年度差

平成20年度の消費者行政予算 11,359           

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,900          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

15,501           

4,900          

平成24年度の消費者行政予算

消費生活相談員の配置

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23年度末

12,141         

相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

17,041           

1,445            

千円

平成23年度の消費者行政予算

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

具体的内容

平成24年度末予定人

3      

①報酬の向上

○④その他

②研修参加支援

平成24年度末予定

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

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。

人

人

処遇改善の取組

平成23年度末

平成24年度末予定1      

○

○ 委託相談員1名配置（H22.5から継続）により、担当件数の軽減を図る

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

3      

-      

相談員数

平成23年度末

相談員数うち定数内の相談員 -      平成23年度末



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

相談スペースへの目隠し用パネルの設置、センターリーフ
レット作成、センターポスター作成

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

260               

事業の概要

自治体コード 平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 三田市 28219

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

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）

260                   修繕費、印刷製本費

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）

644               相談員や担当職員が国センや県主催の研修へ参加

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

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

出前講座・市民向け講座の開催、啓発用グッズやパンフ
レットを活用した啓発。路線バスや地域FMを活用した啓
発など

4,914            

3,110                

研修参加旅費、教材費、研修参加費

出前講座等経費、啓発用パンフレット作成、啓発用うちわ等グッ
ズ作成、神姫バス等啓発経費

4,010            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-- 3,747                

377                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

（強化） 相談スペースへの目隠し用パネルの設置、センターリーフレットの刷新、センター周知用ポスターの作成

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談員の図書購入

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

消費生活相談員が年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や担当職員が参加（国セン７回）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

出前講座（年20回程度）・市民向け講座（年4回程度）の開催、啓発用グッズ（うちわ3,000枚ほか）やパンフレット（中学校向け5,000部ほ
か）を活用した啓発。路線バスや地域FMを活用した啓発など

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）
（既存）

（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態

自治体参加型

参加者数

（既存）

（強化）

人

法人募集型

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,478          千円

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

3,747          

平成20年度の消費者行政予算 11,072           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

16,217         

うち基金（交付金相当分）対象経費

20,864           

千円

千円

17,117         千円20年度差

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

20,695           千円平成23年度の消費者行政予算

900             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 千円

前年度差6,045          

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数 人平成23年度末 4      相談員総数 人4      平成24年度末予定消費生活相談員の配置

4      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

○

○ 月額2,000円の報酬アップを実施①報酬の向上

処遇改善の取組

4      

平成23年度末

人

平成23年度末

人

人

研修に参加するための旅費を支援

具体的内容

②研修参加支援

④その他

③就労環境の向上



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）

266                   

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

旅費、研修費、教材費

事業名 対象経費事業の概要
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）

平成 24都道府県名 兵庫県 市町村名 猪名川町 自治体コード

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

266               相談員等研修参加支援

28301

事業経費

1,190                

1,547                

消費者庁創設に伴う業務の増加に対応するための勤務
日の拡大、報酬引上げ

--

2,572            

2,929            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員報酬、社会保険料、費用弁償

消耗品費91                 91                    

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

啓発パンフレット作成

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

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）

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）

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） 既存に加え、県・国民生活センター等主催の研修会に参加するための旅費等を支援

（強化）

県主催の研修会に年１２回開催するための旅費を支援（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）
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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

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）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

（強化）

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
（強化）

（既存）

啓発パンフレット作成

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）、報酬引上げを実施（平成22年4月～）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

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
なし



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）

人 人時間／年

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

1       

法人募集型

実地研修受入人数

403                

実施形態

参加者数

研修参加・受入要望

人日年間研修総日数

自治体参加型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間実地研修受入総日数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

1       

対象人員数計

1,190              

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-647           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 1,190            千円

20年度差 前年度差

平成20年度の消費者行政予算 2,420            

千円1,552          

千円

千円

千円

千円

平成23年度末

-

千円 -868           

1      人消費生活相談員の配置

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）対象経費 3,262          千円

2,199          

1      相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

-

千円

平成24年度末予定

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

3,099            

1,547          

5,461            平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

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

研修参加機会の増に伴う旅費等の支援

平成23年度末

人

人

平成23年度末

1      

○ 平成２２年度より日額10,390円に増額

○

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

①報酬の向上

平成24年度末予定

平成24年度末予定

-      平成24年度末予定

処遇改善の取組

うち定数内の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      -      

1      

-      

相談員数

相談員数

平成23年度末

相談員数



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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等専門家相談 75 75 弁護士等委託料・講師招聘旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 国センの研修、県や弁護士会などが主催する研修への参加 512               512                   旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務用図書 14                 14                    既存にはない執務参考図書等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 豊岡市 自治体コード 28209 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,436            5,188                

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 2,651            2,445                相談員の報酬（４月～３月）、社会保険料等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止啓発 2,184            2,142                
啓発用備品購入(着ぐるみ)・啓発用資料購入（冊子、団扇、看
板、グッズ）・啓発講座講師料・旅費・FMラジオ放送料等)

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等専門家相談 75               75                   弁護士等委託料・講師招聘旅費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） あり（県開催の研修会１回参加）

（強化） 国セン研修会（4人　計6回）、県レベルアップ研修・弁護士会等主催の研修会（3人　計1６回）への参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 解決困難事例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）

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）

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）

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）

図書(保険被害救済ハンドブック・金融商品取引被害手引き・敷金等返還紛争解決の手引き・旅行トラブル１１０番・特定商取引法ハンド
ブック・カード被害救済の法理と実務・過払金返還請求の手引き等)

（強化） 既存にない参考図書購入

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）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員を配置(1名)

（強化） 相談員を１名増員し、相談業務、ＰＩＯ-ＮＥＴ入力作業等を行う（H21.4～）。平成23年度に引上げた報酬水準を継続する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

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） 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）
啓発用備品(着ぐるみ)を購入し、啓発講座を行う（年間３５講座）・啓発看板1,000枚、啓発うちわ5,000枚の作成配布・市民啓発講座（くら
しの笑百科）の開催・FMラジオ放送での啓発・啓発講座用資料等購入

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）

（強化） 解決困難事例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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

人 人時間／年

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）

1       1,820              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,651                

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

前年度差 -195           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,906          千円 20年度差 1,892          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）対象の賃料、人件費等 2,445            千円

平成24年度の消費者行政予算 10,094           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,188          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）対象外経費 5,101          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,792          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,893            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,014            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン・県レベルアップ研修等参加

③就労環境の向上 ○ 執務図書等の購入

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬額を5,000円アップする(４年目の相談員)（H24.2実施）

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 429               429                   旅費

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）

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 332               332                   書籍、プロジェクター等備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 養父市 自治体コード 282227 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,482            3,572                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 2,361            1,451                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

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 1,360            1,360                パンフレット、啓発グッズ購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） 行政職員（兼務）が研修に参加

（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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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） 相談室の改修、机、椅子等の購入、窓フィルムの添付、パソコン、レターケース、キャビネット等の整備、消費者行政専用公用車の整備

（強化） プロジェクター等備品整備

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）

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）

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１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）

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）

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） 被害防止啓発用パンフレット（高齢者1,000部、新成人300部）

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）



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）

人 人時間／年

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）

2       1,940              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,361              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1      人

前年度差 -292           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 24               千円 20年度差 -153           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 184               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,451            千円

平成24年度の消費者行政予算 3,596            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,572          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 162               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 316             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,488          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,804            千円

平成20年度の消費者行政予算 177               

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

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） レベルアップ事業（研修参加支援） 118               100                   旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知用啓発グッズの作成・配布 110               100                   消費生活センター周知グッズ作成費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 朝来市 自治体コード 282251 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,517            2,064                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名配置 2,739            1,365                報酬、費用弁償、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止啓発用冊子・被害防止啓発グッズの作成・配布 550               499                   啓発グッズ作成費

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） 複雑、多様化する相談に対応するため各研修会に参加する。（1人、12回程度予定）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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） 相談室を設置するとともに、備品（机、いす、パソコン、通話録音装置等）、活動用車両、参考図書を整備した。

（強化） センターに関する住民周知に係る経費（啓発グッズの作成）

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）

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）

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相談員を１名設置（H22.1～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 消費者被害防止の「くらしの豆知識」を中学生に講習後に配布。啓発パンフレットの作成

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）



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）

人 人時間／年

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）

1       1,885              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,739              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1      人

前年度差 1,181          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,453          千円 20年度差 1,214          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）対象の賃料、人件費等 1,365            千円

平成24年度の消費者行政予算 3,517            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,064          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 272             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,006          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,278            千円

平成20年度の消費者行政予算 239               

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 ○ 研修参加の為の旅費の支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能強化のための備品等の整備 305               305                   
執務参考図書(追加)購入、啓発資材購入（トイレットペーパー、
タオル）、啓発ビデオ(追加)購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 香美町 自治体コード 28585 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,554            1,463                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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（平成22年4月～）

2,185            1,094                報酬、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 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） 消費生活相談員の研修参加支援 64                 64                    旅費



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） なし

（強化） 消費生活相談員の研修参加旅費　（国民生活センター　主催）（５回程度予定）

（既存）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

消費生活相談員の配置に伴う専用電話の設置、相談スペースへのパーテーション設置、消費生活センターの備品（ロッカー、プロジェク
ター、マイクシステム、テレビ・ＤＶＤプレイヤー、参考図書等）、消費者行政専用公用車の購入。地域局２箇所でも消費生活相談に対応
するための備品購入、看板設置。窓口周知用マグネットバー・シール等の作成。

（強化） 執務参考図書(追加)購入、啓発資材購入（トイレットペーパー、タオル）、啓発ビデオ(追加)購入

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）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） ＰＩＯ－ＮＥＴの即日入力や増大する業務に対応するため消費生活相談員を１名配置（平成22年4月～）、報酬引上げを実施（H24.4）。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 執務参考図書、啓発ビデオ（追加）、啓発資材（トイレットペーパー、冊子）の購入。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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）

1       1,953              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,185              

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1      人

前年度差 945             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,853          千円 20年度差 1,718          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）対象の賃料、人件費等 1,094            千円

平成24年度の消費者行政予算 3,316            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,463          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 908             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,443          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,351            千円

平成20年度の消費者行政予算 135               

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 ○ 研修参加旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬の引上げを実施（152,000円→157,000円）（H24.4～）

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門家への相談研修 120 75 専門家謝礼

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）

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）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 新温泉町 自治体コード 285862 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,605            2,560                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 2,485            2,485                報酬・費用弁償・社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門家への相談研修 120             75                   専門家謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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

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）

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）

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）

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）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 増加する相談業務等に対応するため相談員１名を雇用（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）

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）

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）

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）



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）

人 人時間／年

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）

1       1,814              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,485              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1      人

前年度差 393             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,461          千円 20年度差 1,110          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）対象の賃料、人件費等 2,485            千円

平成24年度の消費者行政予算 4,021            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,560          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 80                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,068          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,684          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,752            千円

平成20年度の消費者行政予算 351               

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

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談対応強化のための参考図書購入 24                 24                    参考図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 篠山市 自治体コード 282219 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 378               378                   弁護士による消費者相談

合計 - 3,132            3,132                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名増 1,890            1,890                報酬、社会保険料、費用弁償(通勤旅費相当）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用機材、教材の購入、消費生活サポーターの育成 818               818                   
啓発用機材（掲示板、テレビ、ブルーレイレコーダー、プリンター）
啓発用教材（ＤＶＤ）研修委託金

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修参加支援 22                 22                    旅費



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） 年1～2回の県内研修会に参加。

（強化） 相談員等の研修参加支援

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）

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）

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。出張相談所開設と啓発広報強化のため消費者行政用公用車を購入。
インターネット相談に対応するため、ネット引込工事、専用パソコンを購入。相談内容確認のため、ＩＣレコーダー購入。参考図書の購入。

（強化） 参考図書の購入。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 平成22年度4月から相談員1名増。

（強化） 相談員2名体制とし、消費生活センター開設日を週4日から週5日とする。(H22.4～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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）
来庁者に啓発を行うための機材（掲示板、テレビ、ブルーレイリコーダー）啓発用ポスター作成用機材（プリンター）、教材（ＤＶＤ）を購
入。

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）

（強化） 相談員等の研修参加支援。

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

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） 弁護士による相談会（年12回、１回３時間）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,890              

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）

1       1,500              

対象人員数
（報酬引上げ）

ー



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 191             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,687          千円 20年度差 332             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）対象の賃料、人件費等 1,890            千円

平成24年度の消費者行政予算 5,819            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,132          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 2,496          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,201          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,697            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,355            

市町村の消費 活相談員の配置 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 ○ 研修参加機会の増加及びそれに伴う旅費支給

③就労環境の向上

相談員数 - 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 - 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数 -うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 - 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップのため、各種研修会への参加支援 48                 48                     

情報交換会@3,240×6回=19,440円、法律ゼミナール@2,560×4
回=10,240円、相談支援学習会@3,240×2回=6,480円、消費者セ
ミナー@2,560×1回=2,560円、事案相談会@3,160×1回=3,160
円、窓口担当者講習会@3,160×１回=3,160円、特商法改正説明
会@3,000×1回=3,000円

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談員の相談事例に対応するための資料を購入 33                 12                     相談員関係図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 丹波市 自治体コード 28223 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,064             4,065                 -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 1,956             978                    報酬1,619,760円、費用弁償87,600円、社会保険料249,120円

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活サポーターの研修・支援、啓発冊子・グッズの購
入 3,027             3,027                 

啓発冊子 2,000冊、悪質商法にだまされるものか500冊、目指そう
カシコイ消費者1,000冊円、高齢者被害を防ごう500冊、いろはで
防ごう2,500冊、豆知識1,000冊円、ｽﾄｯﾌﾟ悪質商法2,500冊）
街頭啓発用品232,880円（うちわ500本、おでかけウェット1,000
個、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ2,000本円、収納ケース6,480円)
出前講座啓発用品670,740円（君ならどうするこんなとき1冊、悪質
商法対策ゲーム1,660円、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ1,000冊、ﾃｨｯｼｭ2,000個、ふ
ろしき1,00

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

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） 国民生活センター等が開催する研修会に予算がないため参加できない

（強化） 県が開催する研修会に参加するための旅費を支援（1人、13回）各種研修会への参加支援（１人、3回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談案件が少なく、助言等対応に苦慮している

（強化） 悪質巧妙化する消費生活相談に対応するため、相談事例等関係図書を整備し相談への活用を図る

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）

⑭商品テスト強化事業
（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、市広報誌や各種啓発冊子等を窓口等に設置するとともにイベント等にて高校生・若者・高齢者・一般市民
へ啓発冊子や啓発グッズを配布し注意喚起を促す。（センターにご相談ください2,000冊、悪質商法にだまされるものか500冊、カシコイ消
費者1,000冊、高齢者被害を防ごう500冊、いろはで防ごう2,500冊、くらしの豆知識1,000冊、ｽﾄｯﾌﾟ悪質商法1,000冊、）
消費生活情報を地域に伝達する消費生活サポーターの研修会や地域、団体へ出前講座の開催、被害防止をPR。（うちわ500本、ウ



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

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費相談員１名

（強化） 平成22年4月より消費生活相談員を増員

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,956              

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）

1       1,581              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

相談員数 人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 520             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,886           千円 20年度差 1,130           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）対象の賃料、人件費等 978                千円

平成24年度の消費者行政予算 5,951             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,065           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 1,366           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,931           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,297             千円

平成20年度の消費者行政予算 756                

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 ○ 県等主催の研修会参加旅費を支援

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



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）

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）
レベルアップ研修に相談員2名、職員2名受講
消費生活専門相談員養成講座に相談員１名受講 173 173 旅費(大阪 神戸 姫路)

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）

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）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 洲本市 自治体コード 282057 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,298             4,940                 -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

相談員１名の継続配置と臨時職員を嘱託職員として任用、相談
員2名体制を確立させ複雑・多様化する相談業務の増加に対応
するとともにPIO-NETの迅速な入力作業、研修受講、出前講座
実施などの啓発に努め、消費者の意識の向上を図る。

4,715             2,357                 報酬、社会保険料、時間外手当、費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業

消費者研修講座の開催(43回)、啓発用ｸﾞｯｽﾞ(町内会回覧板500
冊、エコバック300個、テープのり300個、蛍光ペン900個、缶バッ
ジ1000個、液状のり1000個、ポケットティシュ3000個、印鑑ケース
800個)作成配布、図書購入・啓発活動用用紙外消耗品費
消費生活出前講座用備品　インクジェット複合機、缶バッチマ
シーン購入

2,410             2,410                 

講師謝金・旅費1,433、町内会回覧板175、エコバック100、テープのり
52、蛍光ペン70、缶バッジ44、液状のり128、ポケットティシュ50、印鑑
ケース60、燃料代40、セミナー、出前講座、啓発活動用消耗品152
出前講座等会場使用料36
出前講座用備品インクジェット複合機18、缶バッチマシーン52

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援） 消費生活専門相談員養成講座に相談員１名受講
消費者教育出前講座研修に職員1名受講外

173               173                 旅費(大阪、神戸、姫路)



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 ）

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）
消費生活専門相談員養成講座（3日間)を相談員1名受講、レベルアップ研修（6日間)を相談員2名・職員2名が受講、ひょうご消費生活
相談・法律ゼミナールに職員1名が受講、消費者教育出前講座セッションに職員1名が受講

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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）

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）

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業務の増加、PIO-NET入力作業、出前講座実施、啓発活動など消費者意識向上ため平成22年4月から雇用の相
談員１名を継続配置、平成24年4月から臨時職員を嘱託職員として任用し、2名での相談窓口体制を確立する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

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(43回)、啓発用ｸﾞｯｽﾞ(町内会回覧板500冊、エコバック300個、テープのり300個、蛍光ペン900個、缶バッジ1000
個、液状のり1000個、ポケットティシュ3000個、印鑑ケース800個)作成配布、出前講座用備品インクジェット複合機、缶バッチマシーン購
入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

人 人時間／年

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）

2 3 876

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

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       4,715              

2       3,876             

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

  2      人

前年度差 2,180          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,636          千円 20年度差 3,116          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）対象の賃料、人件費等 2,357          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,940          千円

平成24年度の消費者行政予算 8,810          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,456          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 8,080          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,536          千円

平成20年度の消費者行政予算 520             

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 ○
消費生活専門相談員養成講座（3日間)を相談員1名受講、レベルアップ研修（6日
間)を相談員2名・職員2名が受講

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
平成23年度は臨時職員であった相談員１名を平成24年4月から嘱託職員として任
用し、継続任用相談員と同額の報酬額とした。

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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・県が開催する研修への参加支援 41                 36                     旅費

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）

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 240               240                   事務用機器・啓発用ＤＶＤ購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

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 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,508             3,277                 -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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３名配置

1,819             909                   相談員報酬、費用弁償

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 2,408             2,092                 講師報酬、啓発資料・グッズ作成費

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費生活センターの機器購入費用（プリンター台、消費者啓発ビデオ購入費）

なし

国セン、県が開催する研修等の参加旅費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業
（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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
消費生活センター開設に伴うエアコン設置、事務機器（パソコン、プロジェクター・スクリーン、カラー複合機、机・椅子シュレッダー、拡声
器、パンフレット台ほか）整備、消費者行政専用公用車の購入

（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）

なし

なし

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（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～）、さらに出前講
座、出張相談所開設に対応するための相談員を１名増員（平成23年6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）

出前講座講師報酬、民生委員用「暮らしの豆知識」（500部、独居老人等の被害の実態と対策等）、パンフレット作成費用（小学生用1,500
部、高齢者用1,500部、新聞折込用21,000部）、啓発用団扇500枚（市内施設等で配布、センター・出前講座等周知用）教育教材（紙しば
い）15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）

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）

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）



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）

人 人時間／年

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）

3       1,728              

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,819              

（報酬引上げ）

-



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

前年度差 1,087           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,847           千円 20年度差 1,234           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）対象の賃料、人件費等 909               千円

平成24年度の消費者行政予算 5,124             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,277           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 760             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,602           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,362             千円

平成20年度の消費者行政予算 613               

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 ○ レベルアップ研修への参加

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人 平成24年度末予定 相談員数 2      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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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4名を研修へ参加させる 100               100                  一般職員、相談員が研修に参加した日数分の旅費

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）

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業務拡充のための環境整備 2,756            847                  事務所使用料　837、法令図書　10

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 淡路市 自治体コード 282260 平成 24

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対応を弁護士に委託 63                63                    委託費用

合計 - 7,373            3,719                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的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

3,491            1,746                任期付短時間勤務職員2名の賃金、社会保険料

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の作成、学校
にも啓発教育、草の根的な啓発活動

963               963                  
パンフレット20,000部作成（印刷製本費554）、学校関係にDVD
資材配布　115、啓発事業委託　300

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） なし

（強化） 消費生活専門係職員4名を研修へ参加させる（2回程度予定）。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

平成22年から消費生活センター業務のため、公用車、プロジェクター等を購入、また平成23年2月から商業施設「アルクリオ」内に消費
生活センターを設け、事務所使用料を負担するとともに備品（録音機能付電話、シュレッダー、紙折り機等）を整備した。

（強化） 引き続き事務所使用料を負担、相談業務に必要な図書を整備する。

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）

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） 消費生活相談員による対応が困難な相談 の対応を弁護士に委託する

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名配置。平成22年4月に補佐的な相談員を１名雇用。平成23年度は県の地域センターが淡路
県民局に統合され、平成24年4月からは、消費者ホットラインの影響により消費生活相談が増加することが予想されるため、引き続き２
名体制で相談対応を実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

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）
悪徳商法防止啓発等のパンフレット20,000部を作成し、全世帯へ配布する。学校等32施設に啓発DVD教材の配布、また草の根的な
啓発活動を消費者協会に委託する。

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）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化） 消費生活相談員による対応が困難な相談への対応を弁護士に委託する。



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）

人 人時間／年

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）

2      3,271             

対象人員数

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      3,491             

対象人員数
（報酬引上げ）

1      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

前年度差 3,937          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,571          千円 20年度差 5,154          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）対象の賃料、人件費等 1,746            千円

平成24年度の消費者行政予算 9,290            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,719          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 1,634          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,253          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,887            千円

平成20年度の消費者行政予算 417               

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 ○ 研修参加機会に伴う旅費等の支給

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ フルタイム1名のみ、年２回ボーナスを支給

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 姫路市 自治体コード 282014 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 放射性物質モニタリング事業 1,000            1,000                検体試売代金（144,000円）、検査委託料（856,800円）

合計 - 12,370           11,955               -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談業務の拡充のため、相談員等３名の増員 6,484            6,069                報酬、費用弁償、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者見守り事業 4,465            4,465                

消費生活講演会（講師謝金：600,000円）、消費生活講演会チラシ（49,980円）、セ
ンターだより作成（印刷費：225,855円）、啓発用冊子購入（消耗品：619,440円）、神
姫ﾊﾞｽ車外広告（499,065円）、神姫バス車内広告（133,790円）、ｼﾃｨFMｽﾎﾟｯﾄCM
（315,000円）、ｼﾃｨFMﾌﾘｰﾏｶﾞｼﾞﾝ紙面広告（315,000円）、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞCM（252,000
円）、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ番組放送（495,600円）、啓発用冊子作成（印刷費:273,000円）、
啓発用DVD作成（575,000円）、啓発用ティッシュ（47,250円）、啓発用のぼり
（17,640円）、相談員募集案内チラシ（46,200円）

⑭商品テスト強化事業

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 食の安心講演会 421               421                   講師謝金：300,000円、会場設営委託料：71,400円、ﾁﾗｼ印刷代：49,980円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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）

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） 食の安全 安心を強化するため 放射性物質のモニタリング検体試売代金 検査委託料

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 消費生活相談員5名

（強化）
増大する相談業務に対応するため平成22年4月から相談員の増員（1名）、平成22年4月からPIO-NET補助員の増員（1名）、平成24年4
月から相談補助員の増員（1名）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安心に関する講演会を開催するための講師謝金、会場設営委託、チラシ印刷代

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） H21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）

（強化）
「消費生活センターだより」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30,000部作成）・見守り者向け講座
の実施（年1回）・啓発用冊子作成、市巡回ﾊﾞｽ・ﾗｼﾞｵ・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ広告委託料

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（そ 他）
（強化） 食の安全・安心を強化するため、放射性物質のモニタリング検体試売代金、検査委託料



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）

人 人時間／年

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）

3       5,720              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       6,484              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

7      人

前年度差 -548           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 6      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,439          千円 20年度差 -1,685         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）対象の賃料、人件費等 6,069            千円

平成24年度の消費者行政予算 17,394           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,955         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 5,987          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 20,535         千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 26,522           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,124            

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 ○ 研修機会の増

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 6      人 平成24年度末予定 相談員数 7      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

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）

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）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 市川町 自治体コード 284424 平成 24

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                   司法書士謝礼　100,000

合計 - 100               100                   -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

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）

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）

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）

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）

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） 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2時間）

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）

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）

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）

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

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -83             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,403          千円 20年度差 1,171          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）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 1,503            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             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 1,486          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 241             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,727            千円

平成20年度の消費者行政予算 232               

市町村の消費 活相談員の配置 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

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 県主催相談専門支援研修会への参加 95                 95                     研修旅費（神戸・上郡）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室・事務室の機器資材等の整備 371               371                   備品購入費（エアコン設置・整理棚・案内ボードなど）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 福崎町 自治体コード 284432 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,958             4,958                 -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
PIO-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の相談員の増員を図る

3,602             3,602                 相談員の人件費（報酬・社会保険料・費用弁償）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発用資料資材購入（出前講座等で活用） 890               890                   印刷製本費・消耗品・訪問用バッグ・メモ・ファイル等

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） 県主催研修会に参加（相談員３名年１２回）

（強化） 県研修（神戸等：年20回）、法律研究会（神戸：１名×3回）、県・市町消費者行政協働会議（神戸：1名×2回）

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）

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）

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、待合室を設置するとともに、神崎郡３町の中核センターとなったことに伴う電話回線の増設、別回線のＦＡＸの設置を行った。ま
た、デスク・椅子・パソコン・プリンター・テレビ等の機材、書庫、展示用パネル・パンフレットスタンド等を設置した。

（強化）
待合室兼相談室の環境を整えるため、エアコン設置（電気工事含む）。大型の整理棚や事務機器の充実（パソコン無停電装置など）を図
る。

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）

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）

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導入により相談業務の迅速対応と神崎郡中核センターとして市川町・神河町の相談をサポートするため相談員を２名増員
（H22.4～）、報酬引上（H23.4及びH24.4）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 消費者啓発用資料資材購入（中核センターPR用エコバック・スタンドメモ等・出前講座用などの啓発用リーフレット購入3,600冊）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）



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）

人 人時間／年

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）

2       2,976              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,602              

対象人員数
（報酬引上げ）

2       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

相談員数 -うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 - 人 平成24年度末予定

前年度差 -189            千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,165           千円 20年度差 602             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）対象の賃料、人件費等 3,602             千円

平成24年度の消費者行政予算 9,123             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,958           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 4,354           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,930           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,284             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,563             

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 ○ 県研修会参加のための旅費を支給する。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬引き上げを行う　相談員2名分の報酬・社会保険料が増加（3,602千円）

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人 平成24年度末予定 相談員数 3      人

相談員数 -    うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -    人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の研修会参加 70                 70                    旅費　65千円 ／ 通行料5千円

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）

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）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 神河町 自治体コード 284467 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 546               546                   -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 講師謝金、啓発資材購入 476               476                   講師謝金 173千円 ／ 啓発パンフ163千円 ／ 啓発パネル140千円

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） 県内及び日本消費者協会で開催される相談担当者の研修に参加するための旅費等支援。（県内3回×1名、県外1回×1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）
消費者啓発講演会の開催,　新成人向け消費者啓発冊子の購入、中学生向け消費者啓発冊子の購入、町内小・中学校掲示用消費者
啓発パネルの購入

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）



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）

人 人時間／年

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

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

1      人

前年度差 -88             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,328          千円 20年度差 1,028          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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成24年度の消費者行政予算 1,874            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 546             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 1,416          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,440          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,856            千円

平成20年度の消費者行政予算 300               

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 ○ 研修参加旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24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）

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） 相談員等の研修への参加支援（３人） 50                 50                    
旅費：神戸（3,040円×7日+2,560×4日）+姫路800円×5日＋大
津13,700円＝49,220円

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター事務用備品 44                 44                    プリンタ複合機（1台）、壁掛ホワイトボード（1台）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 相生市 自治体コード 282081 平成 24

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談（委託）（4月～月1回実施） 218               218                   報酬　21,800円×10月＝218,000円

合計 - 3,266            2,190                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員（委託）１名を設置（Ｈ22年10月～） 1,887            943                   報酬　7,700円×245日 (うち１／２に基金活用)

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者育成・被害の未然防止のための広報資料等の作
成

1,067            935                   
各種パンフレット（センターＰＲ用1,000部、高齢者・若者・一般
6,500部）、ポケットティッシュ（2,000ヶ）、ｸﾘｱﾎﾙﾀﾞｰ（2,000枚）、マ
グネットシート（300部）

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

津13,700円＝49,220円



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） 担当者が県開催の研修会等に２回出席

（強化） 担当者・相談員が県等主催の研修会に出席の旅費支援　相談員・担当者3人　15回出席　

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ①センター事務用備品購入②センター事務用機器購入③啓発用公用車（1台）④センター仕切等整備・相談室設置工事

（強化） ①事務用機器購入(プリンタ複合機1台、壁掛ホワイトボード1台）

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）

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（ ）
（既存） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 兼務の相談員1人を配置

（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、消費生活相談員を２名増員（H22.10～、交替勤務により１日
あたり１名増）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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）
消費者の育成及び消費者被害の未然防止のための教材・パンフレット・広報資料等の作成（パンフレット配布…7,500部（くらしの生活
展・出前講座・キャンペーン等）、ポケットティッシュ（2,000ヶ）及びクリアホルダー等（2,300ヶ）配布（くらしの生活展・出前講座・キャン
ペーン等）

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）

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） 弁護士無料相談（1回／月、2時間、予約制）



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）

人 人時間／年

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）

2       1,470              

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,887              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人

前年度差 956             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,426          千円 20年度差 889             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）対象の賃料、人件費等 943               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,616            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,190          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 470             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,447          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,917            千円

平成20年度の消費者行政予算 537               

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 ○ 弁護士相談（４月～）を開催し、相談者だけでなく相談員の資質向上を支援

②研修参加支援 ○ 県センター及び県弁護士会等が実施する研修会への参加を支援

③就労環境の向上 ○ 事務用機器等の充実

相談員数 2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・従事職員の研修参加支援 193               173                   相談情報交換会・研修会等旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター機能の強化（拡充）に係る整備費 393               129                   コピー機リース料等（１２９千円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

都道府県名 兵庫県 市町村名 赤穂市 自治体コード 28212 平成 24

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                   司法書士謝金＠２０千円×１回/月×１２月

合計 - 3,467             2,976                -

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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、さらに相談業務の高度化に対応する
ため相談員（有資格者）を配置し、単価を増額する

1,179             1,179                相談員賃金・費用弁償・社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者問題啓発講演会外 1,462             1,255                
講師謝金、啓発リーフレット等購入費、啓発用グッズ購入費、講
演会場使用料

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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） 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。県・国民生活センター主催の研修に職員が参加するた
めに延べ４０名程度（実人員３名）の旅費を計上。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

消費生活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）を行
うと共に、資料作成用のコピー機（リース）導入を実施した。出前講座等への交通手段として啓発活動車両の購入を行った。

（強化） 消費生活センターの機能強化（拡充）を図るため、資料作成用のコピー機（リース）の導入を継続する。

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）

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）

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に毎に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、平成22年4月から消費生活相談員の勤務日数を見直す（月1日→週５日）と
共に、平成２３年４月から有資格相談員の配置に伴う賃金単価の増額を行った。２４年度も同体制で相談にあたる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

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、若者・高齢者を対象に啓発リーフレット及びクリアファイル等の
配布、消費者問題啓発講演会の開催、相談員研究資料（図書）や相談業務補助冊子の購入。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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。職員も同席する。



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）

人 人時間／年

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）

1      1,464             

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      1,179             

対象人員数
（報酬引上げ）

1      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 -733           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,039          千円 20年度差 -151           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）対象の賃料、人件費等 1,179             千円

平成24年度の消費者行政予算 5,015             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,976          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 2,772          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,276          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,048             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,190             

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支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -    うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -    人 平成24年度末予定


