
都道府県コード 290009

平成 年度24

奈良県 事業計画



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

２ 消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

153                            

（９）商品テスト強化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業 665                            

1,661                          

（３）消費生活相談員養成事業

665                            

-

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 88                              88                              

33,995                        34,007                        68,002                        

5,652                          

-                                

17,449                        

37,003                        

9,085                          

-                                

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

2,137                          1,890                          

100                            

153                            

4,123                          

-

247                            

都道府県

事業計画【総括表】

合計市町村

-                                

632                            732                            

2,462                          

平成 24 年度 奈良県

事業名

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

-                                

-                                

4,896                          

17,974                        

756                            

8,364                          

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

19,029                        

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

-                                

-                                

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

消費者行政予算総額

実施形態

基金取崩し額

取崩し割合 41                              41%

管内全体の研修参加

68,002                                                            

管内市町村予算総額 73,573                                                            

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

③参加自治体

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

①参加者総数

①参加者総数

②年間研修総日数

92,178                                                            

165,751                                                          



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

謝金、旅費

2,043          

別表１ 都道府県実施事業分

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

-                       

参考図書の購入100             

講師謝金、旅費、資料代、会場借上料

対象経費

旅費

事業経費

-                

基金（交付金相当
分）対象経費

1,026                 

-                       

事業の概要

消費生活センター、中南和相談所の機能拡充

701             

247                   弁護士等の活用（12件／年）

100                   

-                       -                

247             

635                   

-                ④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員及び行政職員の国民生活センター、経済産業省
等の研修への参加支援（約3０回）

管内の相談員を対象としたﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修の開催（16回予定）
管内市町村消費者行政担当者研修会の開催（2回予定）

講師謝金、旅費、ちらし・資料印刷代、会場使用料⑧食品表示・安全機能強化事業

88              

4,339          

弁護士謝金、旅費、消費生活相談員派遣旅費

17,974        

委員謝金、旅費

報酬、報償費、共済費

-                

-                

557             

8,364                 10,486        

-                       

17,974               

557                   

88                     

シンポジウム、フォーラム、講座等の講師謝金、旅費、
資料印刷代、教材購入費、啓発資料購入、広報誌作
成等

665                   665             

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

市町村相談窓口の相談員への支援

事業者指導強化

食品表示・安全に関する啓発講演会の開催

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

消費者教育強化のための啓発活動強化

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

苦情処理委員会の活性化

消費生活相談員の増員、報酬の引き上げ

4,339                 
事業者指導専門員報酬、報償費、共済費、事業者指
導調査旅費、参考図書の購入

-                       

33,995              

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

37,200        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化）

（既存）

（強化）

国民生活センターの研修（５回分）等に参加

センター及び中南和相談所の参考図書等

事業名

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

新たに国民生活センター、経済産業省等の研修に参加するための旅費を支援（約3０回分）

弁護士等を６回／月活用

（強化）

なし

センター改修、整備等（看板、机、ロッカー、ワゴン、ノートパソコン、プリンター、電話機、ヘッドセット及び周辺機器、あっせん用会議室
用の机・椅子、電話交システム設置、講習研修室用机、椅子、演題、あっせん室用パソコン、デジカメ、DVDﾌﾟﾚｲﾔｰ等）、センター周知
用紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成、中南和相談所の改修、備品整備（机、椅子、プリンター、電話機、FAX複合機、スライド書庫等）

管内の相談員を対象としたﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ研修の開催（16回予定）　管内市町村消費者行政担当者研修会の開催（2回予定）

（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業
弁護士等を６回／月活用

なし

（強化）

（強化）

なし

事業者専門指導員を２名配置、報酬、報償費、共済費、事業者調査旅費

（強化）

（強化）

年１回分を追加（トラブルあっせん解決の充実）

食のリスクに関するマスコミ情報を適切に判断し、行動できる消費者を目指すことをテーマに「食の安全・安心講演会」を実施

なし

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

なし

（既存）

（既存）

（強化）

新たに弁護士等を12回／年活用

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

シンポジウム、フォーラム、講座等の開催費、啓発冊子、啓発パネル等の作成

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

市町村相談窓口の相談員への支援、弁護士旅費、謝金、県相談員派遣旅費

（強化）

年２回（活動実績はなし）

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存） 相談員１２名で、８人体制／日

相談員を４名増員し、１０～１１人体制／日、相談員の報酬の引き上げ（日額　H20　8，070円、H21　8，780円、H23　11，000円）

⑮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（都道府県分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

参加者数

-      

実施形態 自治体参加型

人実地研修受入人数

法人募集型

人日

-      人 -      

年間実地研修受入総日数 -      

9,894             

年間研修総日数 人日

15      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

15      17,974            

対象人員数
（報酬引上げ）

15      



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

829             大和郡山市、天理市、橿原市③消費生活センター機能強化事業（拡充）

153             

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

拡充5箇所153             

②消費生活センター機能強化事業（増設）

香芝市、川西町、三宅町、明日香村、河合町

基金（交付金
相当分）対象

経費計

　

632             

 

概要

拡充3箇所

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原

①消費生活センター機能強化事業（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）

奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

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

1,890          

2,859          
市、桜井市、五條市、葛城市、平群町、安堵町、川
西町、三宅町、田原本町、明日香村、上牧町、河合
町、吉野町、野迫川村、十津川村

9,085          

弁護士を活用

研修参加支援2,462          

1,890          

消費者被害防止のための啓発9,790          

奈良市、大和郡山市、橿原市、桜井市、五條市、御
所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、
三郷町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、明日
香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、
黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、東吉野村



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）

奈良市、大和高田市、大和郡山市、橿原市、桜井
市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、安
堵町、川西町、三宅町、田原本町、明日香村、上牧
町、王寺町、広陵町、河合町、十津川村

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 37,050         ３４人の人的体制整備支援19,029         

34,007        

夜間法律相談(多重債務)にかかる弁護士等委託料756             

53,327        

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 生駒市 756             

合計



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

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

人 人時間／年

年間研修総日数

11,046            

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）

人参加者数

対象人員数

年間実地研修受入総日数

人

31      

実地研修受入人数

法人募集型

人日

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

人

人 千円34      19,029            

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

9       



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

千円 92,178             ①都道府県の消費者行政予算

48,380             うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度

千円

68,002            

千円

33,995            

34,007            

100,967           

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

別表３ 基金の管理等

前年度差

-8,789             

平成23年度

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                    

交付金相当分

千円

-14,385           千円 33,995             千円

積増し相当分

千円千円

チェック項目

-

37%千円

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

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

165,751           194,614           

93,647             73,573             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

39,566             45,730             

千円

千円-                     

千円 -13,910           

58,183             

-                    -                   

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円 -

千円

千円

5,596              

-

千円

千円

-6,164            千円

-20,074           

-                    

千円

-                  千円

千円 千円

千円

千円

千円

-28,295           千円

千円 -568               

-                    

97,749            

千円

-

-

46%

-

-千円

--28,863           

41%

千円

千円

68,002            

千円-                    

千円うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 98,317            

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                     

96,297            

34,007             47,917             

52,587             

千円

千円

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    

千円



２－２．消費者行政予算について②

 

人

千円

千円

千円

人

千円

-                     

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

-                     

97,749             

人

千円

人

人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

うち都道府県

うち管内市町村

うち管内市町村

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）

-                     

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

58,183             

-                     

うち都道府県

-                     人

％46.22               

36.88               

千円

％41.03              

うち管内市町村

％

39,566             

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象経費

58,183             

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

-                     千円 92,178             

73,573             

増減額

千円

92,178             

33,995             

千円

平成24年度

千円

73,573             

34,007             

-                     千円

千円

-                     千円

68,002             

千円

千円 165,751           

千円

39,566             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

165,751           

39,566             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成20年度

①都道府県の消費者行政予算

58,183             

千円

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 -                     97,749             

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

97,749             

千円

千円 千円千円



３．基金の管理

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分）

10,616                              

千円

千円

千円

千円

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

2,738                               

68,002                              

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 48,889                              

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

115,733                            

1,158                               

2,765                               

27                                    

264,000                            

千円

-                                     千円

千円

千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

報酬日額をH22年度より約２５％向上（継続）

相談員総数

相談員数 人

人

-        -        

平成23年度末

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

平成23年度末うち委託等の相談員

うち定数内の相談員 相談員数 -        

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定15       平成23年度末 相談員数うち定数外の相談員

③就労環境の向上

国民生活センターへの研修参加回数及び参加人数の増加

相談窓口の機能拡充

相談員数

-        平成24年度末予定 人

人

相談員数

相談員数

15       

15       相談員総数15       平成24年度末予定消費生活相談員の配置 平成23年度末


