
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）

参考図書購入費、パソコン購入費、ＬＡＮ配線敷設費、休日ガイ
ダンス設置費

656                   執務参考図書の購入、啓発協力員の活動拠点整備

②消費生活センター機能強化事業（増設）

676               

平成 24自治体コード 252018 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 大津市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修開催）

講師謝礼

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

479               

277               

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

弁護士による事例検討の拡充、相談員のための法律相談

1,527            

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者向け講演会の開催

230                   

277                   

247                   

講師謝礼、講座教材費等、ポスター作成費、パソコン・啓発ソフト
購入

消費者被害防止のための教育・啓発の実施、啓発協力員
活動による教育・啓発の強化

合計 4,188            

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

消費生活相談員の勤務日数の拡大（週2日→週5日）

824                   

講師謝礼、ポスター作成費及び広告料

消費生活相談員の増員

2,870                

旅費、参加負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

506               相談員の研修参加支援

--

636                   723               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

相談員の国民生活センターの研修参加（２名）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

相談員の国民生活センターの研修参加（２名⇒５名）、県スキルアップ研修参加（５名）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

執務参考図書購入（既存）

執務参考図書購入、啓発協力員の活動拠点を整備しセンターＰＲや相談拡充のための情報発信・収集及び資料作成等実施、執務室
電話機周辺機器購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化） 消費者向け講演会の開催

（強化）

弁護士による事例検討（年６回⇒９回）、相談員のための法律相談（毎月）、専門研修

（既存）

講座・講演会の開催、出張・出前講座の啓発用教材購入

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

弁護士による事例検討（年６回）（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費生活相談員５名（４名週５日・１名週２日⇒５名週５日勤務）

消費生活相談員４名（週５日勤務）

（強化）

（既存）

（強化）

消費者向け講座未実施

（強化）

（既存）

（強化）

講座開催（消費者のための法律講座：８講座）、啓発協力員による街頭啓発等教育啓発活動関連物品の購入、教育啓発用教材・パソコ
ン購入、消費生活センター電話番号入りシール作成



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）

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）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

636                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1       

1       

375                

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

1,238          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 636             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

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）対象経費 1,774          

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

平成23年度の消費者行政予算

18,044         

2,870          

-90             

平成20年度の消費者行政予算

15,174         

15,710         

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

13,936         

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

15,264         千円

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

人5      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人4      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数4      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

5      

-      

人

人

人相談員数 -      相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成23年度末

相談員数平成23年度末

研修機会の充実、参加旅費等の支援

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

○ 増員した物の勤務日数の拡大（週２日勤務⇒週５日勤務、11/1から）

具体的内容処遇改善の取組

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）

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）

事業の概要

彦根市

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

執務用参考図書・原稿作成用イラスト集(CD-ROM）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 23                 

対象経費

法律解説等参考図書、イラスト集(CD-ROM）の購入

252026

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

23                    

消費生活相談員１名増員、報酬引上げ

252               

273               

159               啓発チラシ等の配布

2,534                

旅費、参加費

3,241                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

弁護士等の活用

相談員の研修参加支援

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

159                   

252                   支援弁護士報償費

3,241            -

相談員の賃金、社会保険料等

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

2,534            

273                   

消費者被害防止のための啓発

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

相談員が使用する参考図書の整備が十分でない。啓発用チラシ等を作成するための適当なイラストがない。

（強化）

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）

（強化）

法律解説等の参考図書を整備する。イラスト集（CD-ROM)を購入する。

国民生活センター等開催の研修参加回数が十分でない。

（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）

（既存）

（既存）

弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター等が開催する研修に参加する機会を増やす。

（既存）

（既存）

啓発用チラシの配布が十分でない。

（強化）

（既存）

切り込みを入れ、折り曲げて作成することで、各種相談窓口の電話帳（裏面利用で「だまされる心理」の冊子）となるチラシを作成し、全
戸に配布する。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化） 平成22年度から相談員を1名増員した。平成23年度も引き続き2名体制で相談業務を行う。

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない。

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

相談員１名で対応している。（平成21年度）

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化） 支援弁護士が相談員に対して対面または電話等で助言・指導を行うことにより、相談内容の複雑化、多様化に対応する。

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

法人募集型

-

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-

年間研修総日数

（強化）

実地研修受入人数 -

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

2       

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

2,534              

対象人員数計

1,003              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

平成20年度の消費者行政予算 2,651          

6,263          

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,027          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,534          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

6,690          

千円

3,236          

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

3,241          

213             前年度差千円3,449          千円

千円

20年度差 798             

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

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の研修に対し、参加機会を増やす等の支援をする。

平成24年度末予定

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人相談員数

平成23年度末 2      

○ 時間単価の引上げ（有資格者１，１００円/時間から約１，４００円/時間に）

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

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



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）

執務参考図書・パンフレット等40                    相談室設備等の充実

②消費生活センター機能強化事業（増設）

40                 

平成 24自治体コード 252034 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 長浜市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

謝礼金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

305               

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

弁護士、建築士の活用による相談員の対応力強化

70                 

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

193                   

305                   

出前講座用啓発物品・啓発資料等消費者被害防止のための啓発

合計 7,944            

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

相談員の賃金、社会保険料

70                    

670                   消費学習啓発事業委託料

相談員の増員、報酬の引き上げ

消費学習啓発事業の充実、関係機関との連携強化・職員
研修

1,200            

4,091                

研修旅費、研修負担金

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

193               相談員の研修参加支援

--

2,813                6,136            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

近畿府県での研修のみ参加

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない

（既存）

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員２名で、２回程度参加）

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

相談室内の設備が充実していない。（既存）

執務参考図書・パンフレット等の購入による相談室内の設備充実を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

弁護士、建築士専門相談の実施。（専門家は相談員からの相談にのるのみ）

（既存）

口頭による出前講座

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない。（既存）

消費学習啓発事業の中に「消費生活フェア開催事業」を組み込み、より集客力のある開催場所への変更や、各種団体による体験コー
ナー等の増設、啓発物品等配付などの見直しにより『消費生活フェア』のより一層の充実を図るとともに、併せて合併により市域が拡大し
たことから、各地域での活動（廃食油回収リサイクル事業等）の幅を広めることにより、より多くの消費者への啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費学習啓発事業（230千円）、消費生活フェア開催事業（300千円）を長浜市消費学習研究会に委託している。

相談員２名に増員、報酬の引き上げ

相談員１名

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

消費出前講座用啓発物品（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭBOX等）、啓発用パンフレット等を活用した出前講座の実施。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

2,813              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1       

2       

1,912              

追加的総業務量（総時間）

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

-52             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 2,813          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

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）対象経費 7,143          

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

平成23年度の消費者行政予算

8,185          

4,091          

115             

平成20年度の消費者行政予算

4,094          

11,289         

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

4,146          

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

3,979          千円

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

人2      相談員総数平成22年度末

人

平成23年度末予定 相談員総数人2      

平成23年度末予定

相談員数

相談員数2      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

2      

人

人

人相談員数 相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成22年度末

相談員数平成22年度末

国民生活センター主催の研修会への参加支援。

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

○ 消費生活相談室内の設備を充実することにより、就労環境の向上を図る。

○ 報酬の向上を図る。（平成22年４月から実施）

具体的内容処遇改善の取組

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）

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）

事業の概要

近江八幡市

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

・備品や事務機器等センター備品を整備。
・相談にかかる参考図書を購入。
・相談室の拡充。

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 1,079            

対象経費

・備品や事務機器等の購入費。
・相談にかかる参考図書購入費。
・相談室拡充のための改修工事費用。

252042

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

1,029                

35                 

426               

1,465            
・講座、学習会開催に係る講師謝礼、講師旅費、会場使用料。
チラシや資料作成経費。啓発冊子、啓発用品等の購入費。

・研修への参加旅費（国セン・ＮＡＣＳ・消費者問題ゼミ等）。
・研修参加負担金（国セン・ＮＡＣＳ他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

・消費者からの相談を受ける中、相談員が対応のために
必要な専門家の知識を活用し、検査の実施やアドバイス
を受ける。

・国民生活センター等関係機関が開催する研修会に、相
談員ならびに消費者行政に従事する職員を参加させ、知
識の習得と能力向上を目指す。

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）

相 養 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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

・安心・安全な食生活をおくれるよう、食品表示・安全にか
かる市民対象の学習会や子ども向けの学習会を開催す
る。

1,465                

35                    
・弁護士、司法書士、一級建築士、臨床心理士等への謝礼、旅
費。

・学習会開催に係る講師謝礼、講師旅費、会場使用料、資材等
の購入。啓発冊子や啓発用品等の購入。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

327                   

124                   

・消費生活サポーターのフォローアップとして連続講座（追
加募集含む）や学習会を実施。内、数回を公開講座として
実施。
・出前講座等、消費者啓発の実施。

124               

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



・市民の利便性を考慮し、相談時間を延長する。
　　　８：３０　～　１６：００　⇒　８：３０　～　１７：１５
・相談員を増員し、毎日相談に応じられる体制整備を行
う。      1名　⇒　2名　（Ｈ２１年度に採用）

1,608                

3,408                

7,996                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

11,391           

2,373            

-

・相談員の増員、時間延長に係る賃金等。
・現職相談員のＨ２１報酬見直しによる増加分（Ｈ２２．８．１要綱
改正による）

・弁護士謝礼。
・市内消費者団体の取組み活動の活性化のため、啓発活動等
の事業を委託する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

5,889            

-

・消費者被害に限定し相談員と相談者が、弁護士に相談
する。
・市民対象の消費者被害未然防止の講演会の実施及び
食の安全・安心の学習会と調理実習を、市内消費者団体
の取組活性化のため事業を委託する。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

相談受付時間　８：３０～１６：００、消費生活相談員　1名。

（強化）

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）

（強化）

相談受付時間を延長　８：３０～１７：１５、消費生活相談員を増員　２名　（Ｈ２２．３．１～１名新規雇用）。
年次的に、書架や糖度計、事務機器等の整備、専門図書や啓発用ＤＶＤ等センター備品を整備する。改修工事を行い相談室を拡充、
整備する。

国民生活センター主催研修年１回、県センター等研修年６回。

（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）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター主催研修年３回、県センター等研修年１５回程度、その他関連団体等が開催する研修への参加支援。

（既存）

（既存）

市広報紙面に消費生活相談のコーナーを設け、月１回啓発記事（Ａ４版、1/2ページ）掲載。

（強化）

（既存）

地域における消費者啓発のため養成した消費生活サポーター（約３０人）のフォローアップを兼ね、新規募集をかけて連続講座を開催。
そのうち、数回程度を公開講座として学習会を開催する。高齢者等に向け啓発チラシ等を配布する。消費者啓発のため冊子や物品を
作成、配布する。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化） 相談受付時間　８：３０～１７：１５に拡大。相談員２名（Ｈ２２．３．１～１名新規雇用）。

（既存）

市民を対象とした学習会や講演会を開催する。親子で学習する講座を開催する。

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
な

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

なし

相談受付時間　８：３０～１６：００、消費生活相談員　1名。

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化） 相談に対応するために必要な専門家の知識を活用し、検査の実施やアドバイスを受ける。

既存



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

法人募集型

-

消費者被害法律相談として、困難事例について相談員が弁護士から専門的なアドバイスを受ける。場合によっては相談者と相談員が
同席し相談を受ける。
市民対象の消費者被害未然防止の講演会の実施及び食の安全・安心の学習会と調理実習を、市内消費者団体の取組活性化のため
事業を委託する。

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

年間研修総日数

市民を対象に、弁護士・司法書士による法律相談を毎月各１回開催する。

（強化）

実地研修受入人数 -

修

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

2       

人日

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

3,408              

-

対象人員数計

1,721              2       

年間実地研修受入総日数



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

平成20年度の消費者行政予算 3,323          

8,805          

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,467          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,408          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

11,391         

千円

3,338          

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

7,996          

57               前年度差千円3,395          千円

千円

20年度差 72               

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

国民生活センターや関係団体等が開催する研修への参加支援を行う。

平成24年度末予定

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人相談員数

平成23年度末 2      

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

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



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）

相談員の研修参加支援 420

都道府県名 滋賀県 市町村名 草津市

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費

24252069 平成自治体コード 年度

旅費 研修参加負担金 研修参加資料代420

6,627             

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,000                

Ｈ２１年度に増員した相談員１名分、「主任相談員」制度の
創設および「あっせん業務」等による報酬額アップ

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

地域のいて消費者問題に取り組む団体への補助事業

-合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,000             

3,368             

相談員の研修参加支援 420              

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
消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等購入、啓発用オリ
ジナルキャリーファイル作成（増版）、FM放送による消費者
被害撲滅キヤラバン

顧問弁護士　司法書士　委託料

779               

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

241               

819                   819               

消費者リーダー会補助金

旅費　　研修参加負担金　研修参加資料代420                 

241                   

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
食の安全講演会開催、食の安全こだわり宣言の推進とＦＭ
放送活用による啓発活動

779                   

増員分の報酬、「主任相談員」制度の創設および「あっせん」等
実施による既相談員２名分の報酬額・社会保険料等アップ分

消耗品費（文具費：消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等購
入）、印刷製本費（啓発用オリジナルキャリーファイル）、委託料

3,368                

講師謝礼、報償費　消耗品（食品表示・食の安全関係図書購
入、その他消耗品）　印刷製本費（講演会・学習会ポスター、チラ
シ）、委託料（ＦＭ放送）

委託料

-6,627                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

国民生活センター１回、近畿府県2回、県内2回の旅費のみ

相談員の研修参加支援（国民生活センター（東京３回、大阪９回、消費者法研究会、消費者保護委員会夏季研修会、消費生活専門相談
員資格取得講座 民法講座（坂東ゼミ） 県主催研修 その他近畿府県や全相協等が開催する研修に参加）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（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

（既存）

（強化）

（既存）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

相談員が相談できる、顧問弁護士・司法書士の活用

（既存）

（既存）

員資格取得講座、民法講座（坂東ゼミ）、県主催研修、その他近畿府県や全相協等が開催する研修に参加）

（強化）

（既存）

（既存）

食の安全講演会開催、食の安全・食品表示関係図書購入、食の安全こだわり宣言の推進とＦＭ放送活用による啓発活動

食の安全市民委員会・食品ウォッチャー学習会や委員会の開催

（強化）

（既存）

（強化）
消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等購入、啓発用オリジナルキャリーファイル作成（増版）、ＦＭ放送活用による消費者被害撲滅キヤ
ラバン等の実施、出前講座等による消費者教育・啓発の強化

（強化）

（強化）

消費生活講演会開催

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名雇用

地域において消費者問題に取り組む団体への補助事業

なし

平成２１年度に増員した相談員１名分と、「主任相談員」制度の創設および「あっせん」業務等の実施・強化による相談員２名の報酬額アッ
プ

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）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

-      

（既存）

人

人

自治体参加型

参加者数

人日

（強化）

実施形態

（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）

研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

-      

実地研修受入人数

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

-      

人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計

2       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

3,368              

追加的総業務量（総時間）

1,440              1       

3       

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

千円

15,578         

千円

272             20年度差

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

千円

10,003         

5,452           

千円

千円

千円5,575           

千円

千円

平成24年度の消費者行政予算

6,627           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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

12,351         

平成20年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成23年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,724           千円 千円 149             前年度差

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定相談員数 -      相談員数

人3      

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員総数平成23年度末

3      

消費生活相談員の配置 相談員総数 3      

平成２３年度に引き続き相談員の意向を踏まえ実践的な研修の受講を支援する

③就労環境の向上 ○ ５年の雇い止め廃止

-      

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

平成24年度末予定 相談員数

人 平成24年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○

○
「主任制度」の創設および苦情に対する「あっせん」業務を行う相談員の報酬額見
直しと定期分の増額

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 人

人

人

3      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）

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）

事業の概要

守山市

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口の周知、相談窓口の体制整備

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 400               

対象経費

相談窓口の周知のための広報紙発行、ＩＣレコーダー、シュレッ
ダー購入

252077

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

400                   

平成２２年１月から新たに相談員を１名配置

497               

480               広報紙発行、啓発物の発行等

60                    

3,478                

研修参加のための旅費、参加費等

4,906                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員、行政職員の研修参加支援

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 ﾙｱｯﾌ 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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

20                 

市民向けの食の安全に関する講演会実施

470                   

講師謝金、費用弁償等

4,963            

60                 

-

報酬、費用弁償、共済費等

謝金、旅費等

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

3,478            

450                   

28                    

研修会講師謝金、費用弁償等20                    

広報紙の発行、スポット啓発、出前講座の実施

-

弁護士等専門家の配置等

28                 

庁内外ネットワークの活用、各種団体との連携



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

窓口周知のための広報紙の発行。相談窓口体制整備のための備品購入。

（強化）

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）

（強化）

窓口周知のための広報紙の発行（回数・枚数等の増加）。相談窓口体制整備のための備品購入。

相談員、行政職員の研修参加機会の充実、県外への研修への参加

（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）

（既存）

（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）
（強化） 相談員、行政職員の研修参加機会の充実、県外への研修への参加（宿泊を伴う研修を含む）一人当たりの回数の増

（既存）

（既存）

出前講座の充実、市の広報紙、HP、有線放送電話での啓発

（強化）

（既存）

出前講座の充実、スポット啓発（被害の多う手口の未然防止のための啓発）の実施、広報紙（啓発）の発行

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化） 消費者庁創設に伴い、増加が見込まれる相談増加に対応するため、平成２１年度より１名増員。

（既存）

市民向けの食の安全に関する講演会の実施

（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）

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）

⑭商品テスト強化事業

庁内外ネットワークの活用（徴収関係部署、福祉関係部署等で構成し、主に多重債務問題への取組）の充実を図るための研修会の開
催、各種団体と連携した研修会の開催

庁内外ネットワークの活用

なし

相談員１名

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-      

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）

法人募集型

-      

法律専門家等の相談による消費生活相談への対応力強化（事務所での相談、市役所でのケース会議等）

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

なし

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1       

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

3,478              

対象人員数計

1,937              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

平成20年度の消費者行政予算 3,680          

7,619          

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,249          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,478          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

8,574          

千円

3,370          

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

4,906          

298             前年度差千円3,668          千円

千円

20年度差 -12             

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

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、各種団体の開催する研修、ゼミ等への参加支援

平成24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

相談員数

平成23年度末 2      

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

2      

-      

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



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）

貸し出し用DVD、消費生活相談用参考図書の購入38                    貸し出し用DVD、消費生活相談用参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

38                 

平成 24自治体コード 252085 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 栗東市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

695               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

100                   

啓発品の購入、啓発冊子、チラシの作成

若者や高齢者が、消費者トラブルにまきこまれるケースが
増加しているため、地域や学校を通じて啓発の充実を図
る。また、悪質商法の注意喚起と消費生活相談窓口を周
知するため、啓発消耗品等の配布により、広くアピール
し、啓発の充実を図るための啓発品等を作成する。

合計 1,194            

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

報酬無料弁護士相談の実施

695                   

1,194                

研修会参加費用、教材費、交通費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

100               相談員のレベルアップを図るための研修参加の支援。

361               

--

361                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

主に県主催の研修にのみ参加。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

相談員のレベルアップを図るために、県主催および国センの研修に参加支援を行う。

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

なし（既存）

学校向けの貸し出し用DVD、消費生活相談用参考資料を購入する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

自治会および各種団体への講師派遣（出張出前講座）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

既存の出張出前講座とあわせ、地域や学校を通じて啓発の充実を図る。
悪質商法の注意喚起と消費生活相談窓口を周知するため、啓発の充実を図るために啓発品等を作成し、配布する。



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）

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）

参加者数

なし（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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）
無料弁護士相談等の実施（月1回3時間。計11回の開催）

人

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

-590           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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 838             

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

平成23年度の消費者行政予算

4,211          

1,194          

-974           

平成20年度の消費者行政予算

3,017          

4,445          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

3,607          

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

3,991          千円

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

人1      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人1      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

1      

-

人

人

人相談員数 -相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成23年度末

相談員数平成23年度末

相談員のレベルアップを図るための研修参加の支援

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

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）

甲賀市

消費生活相談機能強化のための文献、図書および啓発Ｄ
ＶＤﾋﾞﾃﾞｵの整備

225 

対象経費

参考図書購入経費、啓発DVDﾋﾞﾃﾞｵ購入経費

事業の概要

252093

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

225 

111 

110 

研修に係る旅費、研修負担金

啓発講座の講師謝礼の開催経費

441 

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

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）

相談員、担当職員の県内外の研修への参加支援

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）

消費者のための啓発講座の開催

-

110 

106 

446 -

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（既存）

事業名

過去に刊行された図書を配備

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

県開催の研修に3回参加。県外への研修は参加不可（Ｈ２０時点）
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化） 県開催の研修に13回参加を支援する。国、国民生活ｾﾝﾀｰ等が開催する県外研修、相談員資格取得講座への参加を支援する。

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

（強化）

新刊文献、新刊図書、啓発DVDﾋﾞﾃﾞｵの配備

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

市広報で啓発（Ｈ２０時点）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

新たに消費者向けの講座を２回開催し、各地域では出前講座を４回実施することで、消費者被害の早期発見、相談誘導を図る。

（強化）

（既存）

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

⑭商品テスト強化事業

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

法人募集型

 - 

（強化）

人

実地研修受入人数  - 

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

人日

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人日

人

 - 

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

年間研修総日数

（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
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総業務量（総時間）

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

千円

千円

 -4 

平成20年度の消費者行政予算 2,378 

3,140 

千円

平成23年度の消費者行政予算

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 669 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

千円

441 

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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

2,908 

千円

2,471 

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

89 前年度差千円2,467 

千円

20年度差

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

県、国及び国民生活センター等が開催する研修への、消費生活相談員の参加旅
費を支援

人相談員数

平成23年度末 1 

平成24年度末予定

人

平成24年度末予定人

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

具体的内容

1 

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数 平成24年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

公用車購入（備品購入費、手数料、公課費等）1,030                
消費者行政活性化全般に伴う活動のため公用車を購入
する

②消費生活センター機能強化事業（増設）

1,030            

平成 24自治体コード 252107 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 野洲市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修開催）

弁護士、司法書士等の報償費

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）

180               

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

専門的知識を必要とする相談事例に対する助言

235               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

387                   

180                   

啓発イベント講師謝礼、パンフレット等印刷、消費者問題啓発委
託料

市民講座の開催、啓発資料作成及び啓発委託

合計 1,932            

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

235                   

100                   多重債務対策部会、特商法改正に関する研修講師謝金多重債務対策部会でのチーム研修会実施 100               

1,932                

相談員等の研修旅費、資料代等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

387               
相談員等の質的向上を目指すことを目的として各種研修
に参加する

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

旅費等の予算が限定されており、自費による研修参加であった。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

なし

（既存）

相談員等の質向上を目的に、国民生活センター等での研修受講に積極的に参加支援を行う。

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

消費者行政用に公用車は配備されておらず、他部署等の公用車を制限がある中で活用（既存）

消費者行政を強化、拡充するため広報機能を備えた活動車の配備を行う

 

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

高度な専門的知識を必要とする相談対応について、法律専門家の助言を受け、相談員の対応能力を向上する。

（既存）

市民出前講座等を実施しているが、十分な資料がなかった。セミナーなども開催していない。

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

なし（既存）

多重債務者包括的支援プロジェクト（多重債務対策部会）のチーム全体の質向上に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

出前講座を実施するに当たり内容充実を図る　様々な消費生活分野のセミナーを開催する。



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）

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）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

427             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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,420          

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

平成23年度の消費者行政予算

5,494          

1,932          

-435           

平成20年度の消費者行政予算

3,562          

6,555          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

3,135          

千円

675             

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

3,997          千円

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

人3      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人3      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

1      

2      

人

人

人相談員数 2      相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成23年度末

相談員数平成23年度末

国民生活センター等主催の研修参加のための旅費等の支給

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

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）

事業の概要

湖南市

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事務用機器の充実

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 570               

対象経費

啓発用プロジェクター・ワイヤレスマイク等購入

252115

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

520                   

151               

532               
講演会開催経費（講師謝礼、チラシ・ポスター印刷）、広告掲載
料・啓発物作成・印刷・講師謝礼教材費（ＤＶＤ等）

732                   

特別・普通旅費・研修会参加負担金等

1,895                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員の県内外研修参加支援

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

512                   

2,005            

752               

-

弁護士報酬・消費者モニター謝礼・資料送付郵便代等

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

131                   

消費者向け講演会の開催・多重債務被害防止啓発

-

専門家（弁護士）との顧問契約・消費者による分類調査



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

研修・講座用のプロジェクターやワイヤレスマイク等の事務用機器が不十分

（強化）

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）

県内外開催の研修に相談員の自費があった

（強化）

事務用機器の充実（啓発用プロジェクター・ワイヤレスマイク等購入）

県内外開催の（国セン教育研修事業におけるコース等、念１回）研修に相談員等を参加できる旅費・負担金を支援する。

（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）

（既存）

（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）
（強化）

（既存）

（既存）

消費者向け講演会の開催や消費者向けで被害防止啓発は積極的には出来ていない

（強化）

（既存）

消費者問題に遭わないための啓発物を作成し、企業や店舗等にも配布する。消費者問題（食の安全・安心に関する事業）についての
講演会等を開催する。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

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）

⑭商品テスト強化事業

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-      

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）

法人募集型

-      

相談員の相談に専門家（弁護士）と連携強化支援を行う。消費者意識をより一層持って頂くため消費者モニターを募集し食品表示調査
を実施する。

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

なし

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

-       

追加的総費用

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

平成20年度の消費者行政予算 2,362          

3,657          

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,286          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

4,663          

千円

2,371          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

1,895          

397             前年度差千円2,768          千円

千円

20年度差 406             

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

昨年同様続けて旅費支援

平成24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

相談員数

平成23年度末 1      

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

1      

-      

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



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）

執務参考図書およびデジタルカメラ等の購入費29                    執務参考図書等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

29                 

平成 24自治体コード 252123 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 高島市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

93                 

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

102                   

啓発用教材（リーフレット等）購入費啓発資料の購入

合計 387               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

相談所開設経費（弁護士謝礼等）多重債務相談所（弁護士等相談）開設

93                    

387                   

消費生活相談員研修参加旅費および参加負担金

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

102               消費生活相談員研修参加支援

163               

--

163                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

国民生活センターでの研修会（年１回）参加。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

国民生活センターでの研修会（年３回）および県主催等研修（年８回）参加し、相談員のレベルアップ・スキルアップを図る。

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

消費者相談にかかる執務参考図書購入。消費生活相談用のデジタルカメラがない。（既存）

消費者からの専門的かつ多様化する相談内容に対応するための執務参考図書を購入し、相談業務の強化を図る。携帯電話のトラブル
に対応するため、デジタルカメラを購入する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

啓発用リーフレットを購入し窓口等で配布するなど啓発を実施。

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

国 活 修会 年 回 県 催 修 年 回 、相談員 図 。

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

啓発用リーフレットおよび啓発資材等を購入し、窓口等での配布や出前講座等の実施により、消費生活に関する知識の普及・啓発に努
める。



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）

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）

参加者数

なし（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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）
市主催の弁護士による多重債務相談会を開催する（年８回）。また、市職員に対する多重債務への対応研修の実施。

人

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

149             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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 545             

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

平成23年度の消費者行政予算

2,718          

387             

127             

平成20年度の消費者行政予算

2,331          

2,727          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

2,182          

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

2,204          千円

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

人1      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人1      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

1      

-      

人

人

人相談員数 -      相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成23年度末

相談員数平成23年度末

多様化する相談に対応するために必要な相談員としてのスキルアップを図るた
め、研修会への参加支援を行う。

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

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）

事業の概要

東近江市

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活センタ－機能強化・拡充

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 314               

対象経費

相談室用スタンド型扇風機・カレンダー付き電波時計・吸着式ホ
ワイトボード・2段式引き違い備品書庫・縦型ロッカー・小型シュ
レッダー・センター周知用封筒・参考図書他

252131

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

279                   

相談員の1名増員分の人件費

1,320            

638               

1,048            
啓発講座等講師謝金・啓発用パペット人形代・パソコン用
ソフト・啓発用資材・リ－フレット等教材購入費・資材費

203                   

2,697                

研修旅費（相談員3名+行政職員2名）・受講料

5,509                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

顧問弁護士の専門活用（月2回の法律相談の実施）

相談員等の専門研修参加支援（５名）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

41                 

食の安全・安心に関するセミナ－等の開催

1,013                

660                   後期委嘱顧問弁護士報酬　１名分

食に関するセミナ－等講師謝金に伴う経費

13,464           

203               

-

相談員1名の人件費（平成22年度以降採用者分）

セミナ－講師謝金・啓発資料代

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

9,850            

567                   

50                    

指導講師謝金、参考図書・資料代40                    

消費者リ－ダ－の掘り起こしと育成・市民講師による啓発
活動

-

タイムリ－なセミナ－の開催と被害防止啓発と情報提供

50                 

庁内セ－フティネットワ－クの構築による連携強化



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

事務フロア－の一角にパ－ティションで仕切りを設けた相談スペ－スにて相談業務を開設。

（強化）

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）

（強化）

平成21年度に個室に移転、相談室2室を開設し、個人情報の保護と常時相談し易い環境づくりに重点を置き、必要な事務機器を整備
すると共に消費生活センタ－としての機能強化を図る。

相談員・行政職員の国民生活センタ－等への研修受講(4名×基本年1回)

（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）

（既存）

（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）
（強化） 相談員・行政職員の専門研修の受講機会拡充に伴い、国民生活センタ－等への研修支援(5名×複数回)を行う。

（既存）

6回講座で消費生活啓発員養成講座を開催。

（強化）

（既存）

6回の養成講座以外に啓発員の継続した学習教育の機会として、スキルアップ講座や啓発員定例会を開催し、情報交換を行うと共に、
消費者リ-ダ-である啓発員との協働による草の根出前講座を実施。さらに配布用リ-フレットを作成する等、啓発情報を発信する。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化） 平成22年度採用相談員1名の増員分人件費

（既存）

食の安全・安心、地産地消を考える機会として、親子を対象とした食品体験講座を開催すると共に、食品表示パネルの展示を実施す
る。

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
顧問弁護士(男性)1名を委嘱し、相談員同席による無料法律相談を月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

顧問弁護士を交え 庁内関係部署とのセ フテ ネ トワ クの構築に向け 事例検討会(年2回)を開催し 組織の連携強化を図る

顧問弁護士を交えての消費生活・多重債務関連「事例検討会」(年1回)を開催。

食の安全・安心を考える食品糖分・成分学習会・消費生活展や地区イベントでの食品表示パネル展示を実施。

なし

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）
平成21年度に弁護士(女性)1名を追加委嘱し、顧問弁護士2名体制を図る。相談員同席の上での無料法律相談を月2回に増設し、迅速
かつ困難事案に対する助言を受ける。

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

顧問弁護士を交え、庁内関係部署とのセ-フティネットワ-クの構築に向け、事例検討会(年2回)を開催し、組織の連携強化を図る。



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）

-      

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）

法人募集型

-      

注目される様々な分野から専門講師を招き、高度なセミナ-を開催すると共に、被害予防啓発に向け、情報紙を作成し、広く配布を行う。

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

予算ゼロ事業の消費者セミナ-を年6回開催。

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1       

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

2,697              

対象人員数計

1,512              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

平成20年度の消費者行政予算 6,530          

13,314         

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,359          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,697          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

13,554         

千円

7,955          

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

5,509          

90               前年度差千円8,045          千円

千円

20年度差 1,515          

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

○

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-等様々な専門講座・研修に参加できるように研修旅費等の支援を行う。

平成24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

相談員数

平成23年度末 3      

個室の相談室環境の改善を図るため、空調備品等の充実を行う。

うち定数内の相談員 平成23年度末

相談員数

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

3      

-      

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



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）

執務参考資料購入11                    執務参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

11                 

平成 24自治体コード 252140 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 米原市

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

弁護士謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

87                 

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

専門的な知識を有する者の活用

315               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

47                    

87                    

啓発リーフレット・啓発品の配布啓発用リーフレット・啓発品の作成

合計 465               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

315                   

460                   

旅費・研修費（受講料）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

52                 相談員の研修への参加支援

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

予算措置なし

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

予算措置なし

（既存）

国民生活センターで開催される研修やレベルアップにつながる研修に相談員を参加させ相談対応能力の向上を図る。

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

平成１７年４月からの消費生活相談窓口を設置し、徐々に市民に浸透している。（既存）

複雑・多様化する市民からの相談に対応するために、執務参考資料を充実し窓口の機能強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

複雑・多様化する市民からの相談に対応するために、相談員が定期的に弁護士が行う法律相談を受講する。

（既存）

予算措置なし

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

予算措置なし（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

中学生用の啓発パンフレットを作成・配布し、消費者教育・啓発を行う。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

17               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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 499             

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

平成23年度の消費者行政予算

3,119          

460             

178             

平成20年度の消費者行政予算

2,659          

3,141          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

2,642          

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

2,481          千円

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

人1      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人1      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

1      

-      

人

人

人相談員数 -      相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

○

平成23年度末

相談員数平成23年度末

国民生活センターで開催される研修に相談員を年１回参加できるうように旅費・研
修費(受講料）支援をはじめ、レベルアップにつながる研修への参加支援を行う。

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

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）

事業の概要

日野町

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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

対象経費

253839

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

40                 

360               啓発用チラシの作成及び配布

研修参加旅費、参加費

400                   

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費生活相談担当者の研修参加など

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

360                   

400               -

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

40                    

消費者被害防止のための啓発の実施

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

（強化）

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）

（強化）

なし

（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）

（既存）

（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）
（強化） 国民生活センターなどが実施する研修への担当グループ内の職員の参加。多様な相談に対応できるよう複数名の相談体制を目指す。

（既存）

「広報ひの」記事掲載（スポットで年１～2回）

（強化）

（既存）

悪質商法被害防止のために「クーリング・オフ」パンフレットおよび啓発シールの作成。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

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）

⑭商品テスト強化事業

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センタ などが実施する研修への担当グル プ内の職員の参加。多様な相談に対応できるよう複数名の相談体制を目指す。

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-      

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

法人募集型

-      

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

-       

追加的総費用

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

平成20年度の消費者行政予算 36               

636             

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

436             

千円

36               

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

400             

-                前年度差千円36               千円

千円

20年度差 -                

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

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24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

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

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

-      

人人 相談員総数 -      平成23年度末 平成24年度末予定消費生活相談員の配置 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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 24自治体コード 253847 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 竜王町

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

296               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

啓発品（ファイル、マグネット）の購入費、配布文書用紙代住民向け消費者被害防止啓発用品の配布等

合計 296               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

296                   

296                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

住民への啓発が不十分。

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

住民向け消費者被害防止のための啓発用品を配布する。そのうち、一部を全戸配布する。



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）

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）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

2                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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 996             

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

平成23年度の消費者行政予算

332             

296             

-22             

-                

平成20年度の消費者行政予算

36               

1,030          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

34               

千円

-                

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

58               千円

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

人-      相談員総数平成22年度末

人

平成23年度末予定 相談員総数人-      

平成23年度末予定

相談員数

相談員数-      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人 -      

-      

-      

人

人

人相談員数 -      相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数平成22年度末

相談員数平成22年度末

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

84                    

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）

事業の概要

愛荘町

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 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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

消費生活相談窓口の体制整備および強化 84                 相談窓口周知用マグネット作成、クリアーブック購入

対象経費

254258

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

561               
町広報誌への記事掲載・啓発チラシ全戸配布（6,700部）、啓発
回覧板の作成。

645                   

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

561                   

645               -

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

被害未然防止のための広報誌による住民啓発

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談窓口を開設しているが、受付体制が十分整っていない。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

参考資料等の整理を行い、相談窓口の体制を整える。窓口の存在を周知する。

（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）

（既存）

（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）
（強化）

（既存）

（既存）

町広報誌で「消費者ナビ」（1/2ページ×11ヶ月・特集2ページ×1ヶ月）を連載し、注意喚起を行っている。

（強化）

（既存）

引き続き、広報誌での啓発は維持した上で、住民が感心を持てる内容・消費生活相談についての情報提供を行う。啓発チラシ・啓発回
覧板を作成し、啓発を実施する。

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

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）

⑭商品テスト強化事業

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-      

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）

法人募集型

-      

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

-       

追加的総費用

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

平成20年度の消費者行政予算 72               

386             

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 314             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

717             

千円

72               

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

645             

-                前年度差千円72               千円

千円

20年度差 -                

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

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24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

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

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

-      

人人 相談員総数 -      平成23年度末 平成24年度末予定消費生活相談員の配置 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）

252                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 24自治体コード 254410 年度

カタログスタンド購入、PRマグネット作成

都道府県名 滋賀県 市町村名 豊郷町

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 252               
啓発資料を入れるためのカタログスタンドを設置（本館、別
館）
消費窓口周知のためのＰＲマグネット作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

合計 252               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

252                   

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

啓発資料を入れるためのカタログスタンドを設置。消費窓口周知のためのＰＲマグネット作成・配布。

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

（既存）

カタログスタンドが不足している。消費窓口の周知不十分

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

-                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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 340             

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

平成23年度の消費者行政予算

282             

252             

-40             

平成20年度の消費者行政予算

30               

370             

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

30               

千円平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

70               千円

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

人-      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人-      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 -      

-      

-      

人

人

人相談員数 -      相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数平成23年度末

相談員数平成23年度末

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

-      

具体的内容処遇改善の取組

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）

38                    

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）

事業の概要

甲良町

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 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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

消費者被害防止等の啓発チラシ等を置くためのパンフ
レットスタンドの購入

38                 パンフレットスタンドの購入経費

対象経費

254428

事業経費

平成自治体コード 24

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

161               啓発チラシ、啓発うちわの作成経費

199                   

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

161                   

199               -

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

消費者被害防止等の啓発チラシ、啓発うちわの購入



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

事業名

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費者被害防止等の啓発チラシ等を置くパンフレットスタンドがない。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

消費者被害防止等の啓発チラシ等を置くためのパンフレットスタンドを購入する。

（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）

（既存）

（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）
（強化）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

消費者被害防止の啓発チラシ、啓発うちわの購入（啓発チラシは全戸配布、うちわは町のイベント会場等で配布）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

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）

⑭商品テスト強化事業

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

-      

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

法人募集型

-      

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

人日

参加者数

（既存）

（既存）

実施形態

自治体参加型

-      

年間研修総日数

（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

（強化）

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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

-       

追加的総費用

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

平成20年度の消費者行政予算

1,111          

千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,111          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

199             

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

199             

-                前年度差千円-                千円

千円

20年度差 -                

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

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24年度末予定-      

人

平成24年度末予定人

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成23年度末

人

-      

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

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

-      

人人 相談員総数 -      平成23年度末 平成24年度末予定消費生活相談員の配置 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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 24自治体コード 254436 年度都道府県名 滋賀県 市町村名 多賀町

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要 事業経費 対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

410               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

4                      

啓発物品の作成経費住民に向けた消費被害防止のための啓発

合計 414               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

410                   

414                   

旅費

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

4                  担当職員の研修への参加支援

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

なし

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

担当職員の資質向上のため、県が開催する研修会等への参加支援（２回大津）

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

住民向け消費者被害防止啓発物品の作成、啓発用DVDの購入（回覧板、ポケットティッシュ、トイレットペーパー）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

参加者数

（既存）

-      

（強化）

実施形態

人

（強化）

研修参加・受入要望

人日

（既存）

人日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

年間研修総日数

自治体参加型

-      

法人募集型

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

追加的総費用対象人員数計

-                    

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

-                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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,385          

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

平成23年度の消費者行政予算

454             

414             

-                

-                

平成20年度の消費者行政予算

40               

1,425          

千円

千円

千円

千円

20年度差 前年度差

40               

千円

-                

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

40               千円

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

人-      相談員総数平成23年度末

人

平成24年度末予定 相談員総数人-      

平成24年度末予定

相談員数

相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人 人

人

人相談員数 相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

人

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数平成23年度末

相談員数平成23年度末

④その他

②研修参加支援

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上


