
都道府県コード 250007

平成 年度24

滋賀県 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）

34,501                        

-                                

合計

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

23,506                        

18,934                        

48,078                        43,755                        

374                            

（７）食品表示・安全機能強化事業 994                            

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（３）消費生活相談員養成事業

3,377                          

1,714                          720                            

-

18,549                        

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

事業計画【総括表】

合計市町村事業名

平成 24 年度 滋賀県

都道府県

2,585                          

1,365                          

374                            

1,197                          

-                                

5,645                          

-                                

2,585                          

-                                -                                

4,574                          

4,280                          

-                                （６）広域的消費生活相談機能強化事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-

-                                

8,528                          

-                                

4,957                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

（８）消費者教育・啓発活性化事業 25,973                        

18,934                        

-                                

91,833                        

-                                

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

実施形態

基金取崩し額

43%

管内市町村予算総額

取崩し割合

213,429                                                          

109,107                                                          

消費者行政予算総額

①参加者総数

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

-

-

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

-

②年間研修総日数

-

-

②年間研修総日数

③参加自治体

-

①参加者総数

29                              

91,833                                                            

104,322                                                          



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）

事業の概要

啓発資料展示コーナーの整備、消費生活情報掲示板
の整備、消費生活情報発信機能強化（ホームページリ
ニューアル）、ワイヤレスアンプ購入

消費生活相談員等研修参加支援

362             

994                   

362                   

1,001          835                   

994             
講演会：講師謝礼、費用弁償、会場借上料、チラシ作
成費　　情報発信：チラシ等作成費、ホームページ作

基金（交付金相当
分）対象経費

1,365          

事業経費 対象経費

旅費、研修参加費

1,365                 備品整備、ホームページ作成委託

講師謝金、費用弁償

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費生活から見た「食」の講演会の開催、食の安全・安
心情報の発信（衛生部局）

消費者行政担当職員等研修の開催、消費生活相談員
等スキルアップ研修の開催

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

1,132                 委託料

17,417               

大学生向け消費生活講座の開催、一般向け消費生活
講座の開催（応用、通信）、多重債務者無料相談会の拡
充、金融・未公開株等相談会の開催、放射性物質検査
機器の整備（衛生部局）、消費者力パワーアップ講座の
開催、卸売市場機能を活かした「食」への理解の促進

消費生活講座：委託料　　多重債務相談会：会場借上
料、ポスター作成費　　金融等相談会：弁護士謝礼、
費用弁償　放射性物質検査機器購入費　パワーアッ
プ講座：委託料　食の理解：団体への補助

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

17,417        ⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

メディア：委託料、広告料　フェスタ：講師・消費者団体
等謝礼、費用弁償、啓発資材作成、会場借上料　　地
域情報紙：広告料　　資料・資材作成：印刷費等　　見
守り講座：講師謝礼、費用弁償、テキスト作成　　高齢
者専門紙：広告料　広報誌折込：委託料、印刷費
講演会：講師謝礼、費用弁償、会場借上料、チラシ作
成費　ＤＶＤ制作：委託料　近畿府県共同：委託料　高
齢者被害：委託料、掲出料　団体連携：委託料

25,973               25,973        

成経費

企業情報調査収集、不当広告110番事業

心情報の発信（衛生部局）

メディアを活用した啓発、消費生活フェスタの開催、地
域情報紙を活用した啓発、若者向け開発資料・啓発資
材の作成、高齢者等見守り講座の開催、高齢者専門紙
を活用した啓発、高齢者向け啓発資材の作成、消費生
活情報の県広報誌への折込（全戸配付）、災害に備え
た消費者教育講演会の開催、子どもの消費者被害防止
事業（ＤＶＤ制作）、近畿府県共同啓発、高齢者被害防
止ポスター作成、地域の団体と連携した消費者被害防
止啓発

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化） 1,132          

48,078              合計 48,244        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

困難事案について、月１回弁護士から助言を受けていた。（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

消費生活相談員が１人２回程度、国民生活センター等の研修に参加できるようにする。

経費をかけずに研修を開催していた。

年間３～４人程度が国民生活センター等の研修に参加。

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費者に向けた情報発信機能が不十分である。多くの情報が入ってくるため、相談のための情報整理、情報共有が困難である。ワイ
ヤレスアンプはない。

（強化）
消費者啓発資料の展示コーナーを設け、消費者に向けた情報提供を行う。また、ホームページをリニューアルし、タイムリーな情報を
見やすく、わかりやすく掲載し、情報発信機能の強化を図る。消費生活センター職員、相談員等がより効率よく相談業務に従事できる
よう情報を整理し、掲示することで、情報の共有化を図る。講座やイベントで使用するワイヤレスアンプを購入する。

事業名

（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）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）
（強化）

弁護士や消費生活問題の専門家を招いて、県および市町の消費者行政担当者、消費生活相談員対象のスキルアップのための研修
を開催する。また、消費者被害の救済制度を理解するため、適格消費者団体を講師とした研修会を開催する。

③消費生活相談員養成事業（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）

ホームページ等での企業情報を収集するのみ。不当広告に特化した事業は行っていない。

企業情報を有するサービス提供会社に調査を委託し、事業者についての客観的な情報を入手し、事業者指導に活用する。不当広告
110番を設置し、消費者からの積極的な情報を受け付ける。

（強化）

開催を促進し、斡旋・調停機能を強化し、地域における裁判外紛争処理機能を強化する。（２回程度開催予定）

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

開催実績なし。

上記以外に次のことを行う。メディアを活用した啓発（テレビ、ラジオ）。消費生活フェスタの開催（２回）。若年層を対象に地域情報紙を
活用した啓発。若者向けの啓発資料・資材の作成。高齢者等の見守り講座の開催。高齢者専門紙を活用した啓発。戸別訪問等によ
る高齢者への啓発。県広報誌への折込による啓発リーフレットの全戸配付。災害に備えた消費者教育講演会の開催。子どもの消費者
被害防止事業（ＤＶＤ制作）。近畿府県共同啓発。高齢者被害防止ポスター作成。地域の団体と連携した消費者被害防止啓発。

（強化）

「くらしの情報セミナー」の開催。啓発資材の作成、購入。

（強化）

弁護士から助言を受ける機会を拡充し、相談の迅速な解決を図る。

「くらしの情報セミナー」の中で、食に関する消費者向け講座を1回開催していた。食の安全・安心情報の発信が十分でない。（既存）

（強化） 「くらしの情報セミナー」以外に、食に関する消費者向けの講座を開催する。よりわかりやすい食の安全・安心に関する情報発信。

（既存）

大学生向け、一般向け（応用、通信）消費生活講座の開催。多重債務者無料相談会の拡充（年１６回程度を予定）。金融・未公開株等
に特化した相談会の開催。放射性物質の検査機器の購入。消費者力パワーアップ講座の開催。卸売市場における消費者向け講習

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

多重債務無料相談会を年１～２回程度実施。放射性物質の検査機器の台数が不足している。

（強化）

（既存）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

会、啓発等の実施。



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

年間実地研修受入総日数 -      

-                   

年間研修総日数 人日

研修参加・受入要望

-       

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）

-      

-      人日

実施形態 法人募集型

実地研修受入人数 人人 -      

自治体参加型

参加者数

人

人 千円

-       

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

-       -                   



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）

3,900          各種研修参加にかかる旅費・参加負担金等3,377          

基金（交付金
相当分）対象

経費計

執務参考図書購入、体制整備のための事務用機器等購入、
休日ガイダンス設置、窓口周知にかかる経費、相談室改修、
公用車購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）

4,280          

374             

4,435          

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、守山市、
栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、
東近江市、米原市

愛荘町、豊郷町、甲良町 374             
執務参考図書購入、体制整備のための事務用機器等購入、
窓口周知にかかる経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、
高島市 東近江市 米原市 日野町 多賀町

近江八幡市、守山市、栗東市、湖南市、高島市、
東近江市

3,912          
弁護士相談にかかる謝礼等、消費者モニター委嘱にかかる
経費、セミナー開催経費、消費者団体への事業委託等

3,127          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

31,976         18,934         

2,361          長浜市、草津市、守山市、野洲市、東近江市

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、
守山市、東近江市

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

3,477          2,585          
弁護士・司法書士・建築士・臨床心理士等の活用にかかる謝
礼・費用弁償等

啓発資材の作成・購入経費、住民向け講演会・講座等にか
かる講師謝礼・費用弁償等

9,296          8,528          

消費者団体へのイベント開催委託、消費者団体への補助、
庁内関係職員研修にかかる講師謝礼・費用弁償等

消費生活相談員の増員および報酬引上げにかかる経費、時
間外手当等

1,830          

消費者向け講演会等にかかる講師謝礼・費用弁償等、啓発
資料・資材の作成、その他啓発に要する経費

720             720             

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、
高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、
愛荘町、甲良町、多賀町

大津市、近江八幡市、草津市、守山市、東近江市

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、
野洲市、東近江市、米原市

高島市、東近江市、米原市、日野町、多賀町

合計 43,755        60,451        



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

-      

参加者数

9,900              

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

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）

年間研修総日数 人日年間実地研修受入総日数

8       

対象人員数

人日

研修参加・受入要望

-      

-      

人

人 千円12      18,934            

対象人員数計 追加的総費用

6       

対象人員数
（報酬引上げ）



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 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 47,401             千円 48,078             

-7,359             千円 -

千円 677                千円 44%

平成23年度 平成24年度 前年度差 チェック項目

①都道府県の消費者行政予算 116,466           千円 109,107           千円

うち管内の市町村合計 43,755            千円

積増し相当分 千円

うち都道府県分 48,078            千円

別表３ 基金の管理等

交付金相当分 91,833            千円

--3,400            121,596           千円

千円 -

43%

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 124,996           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 676                千円 -                    千円 -676               

③都道府県全体の消費者行政予算総額 220,186           千円 213,429           

うち基金（交付金相当分）取崩し額 95,190            千円 91,833            千円 -3,357            

-

千円 -6,757            千円

千円

-

千円 4,636              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 676                 千円 -                     

55,931             千円 60,567             

千円 -676               

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 47,789             千円 43,755             千円 -4,034            千円

千円-8,036            -

42%

千円 602                 千円 -②管内の市町村の消費者行政予算総額 103,720           千円 104,322           

千円

千円 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 69,065             千円 61,029             

-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

うち都道府県 130,529           千円

69,500             千円

うち管内市町村 34,750             千円

うち管内市町村 5 人

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費 225,846           千円

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 104,250           千円

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点） 15                   人

うち都道府県 10 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）

うち管内市町村 6 人

16                   人

うち都道府県 10 人

うち管内市町村 31.46212034 ％

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 28.90748208 ％

うち都道府県 26.91831787 ％

うち管内市町村 95,317             千円



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

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58,568             

千円 91,833             千円 千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額 131,192           千円 213,429           千円 82,237             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 60,567             千円 1,999               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 18,889             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 72,624             

千円 43,755             千円 千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 58,568             千円 104,322           千円 45,754             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 61,029             千円 -11,595           千円

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

千円

平成24年度

千円 48,078             千円 千円

①都道府県の消費者行政予算 72,624             千円 109,107           千円 36,483             

平成20年度 増減額

千円千円 -9,596             うち基金（交付金相当分）対象外経費 131,192           千円 121,596           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 18,889             千円



平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分） -                                     千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分） -                                     千円

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分） 千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分） 千円

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 288                                  千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） 5,971                               千円

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 6,927                               千円

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分） 91,833                              千円

３．基金の管理

設置当初の基金残高（交付金相当分） 250,000                            千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 90,589                              千円

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成２３年度から報酬額をアップしている。

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加支援の充実。県で開催する研修の充実。

③就労環境の向上

人

平成24年度末予定 相談員数 11       人

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 11       

平成24年度末予定 相談員数

相談員総数 11       人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 11       平成24年度末予定


