
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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 那覇市 自治体コード 472018

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の県外での研修参加のための支援 1,585             1,585                費用弁償、普通旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 多様化・増大する業務に対応するため相談窓口を強化 2,443             2,443                非常勤職員報酬、社会保険料、時間外手当

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者力向上のための教育と啓発事業 4,580             4,580                報償費、普通旅費、消耗品費、印刷製本費、使用料賃借料、負担金

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 8,608             8,608                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催研修については、自費により参加

（強化） （国民生活センター等主催）県外で開催される研修に相談員等を派遣（計16回）。多様化する相談内容に対応するための旅費支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員（２名）、消費生活相談補助員（１名）

（強化） 消費生活相談補助員（１名）増員し、相談窓口の強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 出前講座６回（平成２４年度）

（強化） 消費者の教育・啓発を目的に、年１回４日間の市民講座開催と乳幼児の保護者対象の講座を年３回開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       1,464                     

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

対象人員数計 追加的総費用

2       2,443                     



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 17,074           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,734             

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 133               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,874          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 70                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,373             千円

平成2５年度の消費者行政予算 17,958           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,608          千円

前年度差 2,150          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25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 9,350          千円 20年度差 2,616          千円

4      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定 相談員数 4      人

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップと無資格者の資格取得に向けての旅費支援

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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 宜野湾市 自治体コード 472051

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
・相談ブース用のパーテーション、立て看板等の備品購
入

821               821                   備品購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） ・弁護士等による専門家との勉強会 48                 48                     講師謝金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦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・正職員の県外への研修参加 1,724             1,724                旅費、宿泊費、研修参加負担金、日当、食卓費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員日数拡充（週2日分）・正職員時間外 2,557             1,404                報償費、交通費、社会保険、雇用保険、時間外勤務手当

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市民向け講座の開設、市民啓発事業等 2,410             2,410                
講師謝金、一時保育報償費、啓発用チラシ（印刷製本費）・
グッズ（消耗品費）、市報消費生活増ページ契約（印刷製本費
・委託費）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,560             6,407                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談窓口を強化するために必要な事務用品等の設置。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士、司法書士等の専門家との勉強会を行い、相談窓口業務の強化を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県外開催の研修への参加旅費、研修負担金。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週3日の消費生活相談窓口の開設

（強化） 消費生活相談窓口を週3日から週5日に拡充する。　

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 市民啓発用の講座開設。啓発用のチラシ、グッズ作成配布、市報の増ページによる市民啓発

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       576                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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

対象人員数計 追加的総費用

1       1,208                     



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 10,976           千円

平成20年度の消費者行政予算 1,159             

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 196               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,991          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,985          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 196               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,209             千円

平成2５年度の消費者行政予算 11,449           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,407          千円

前年度差 51              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 5,042          千円 20年度差 3,883          千円

3      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 石垣市 自治体コード 472077

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 専門相談員配置に伴う事務用品購入及び電話料等 70                 64                     消耗品、通信運搬費、広告料

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の県外での研修参加のための支援 281               259                   普通旅費（２回）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者専門相談員の配置等 192               192                   消費生活相談業務委託費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 543               515                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 沖縄県県民生活センター八重山分室への紹介

（強化） ＮＰＯ法人　沖縄消費生活センターへ消費者相談窓口業務委託（消費生活専門相談員の月２回の派遣）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 沖縄県主催の職員研修に参加

（強化） 職員の消費生活相談のスキルアップに向けて国民生活センター主催の研修に行政担当者を派遣（計２回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       192                        

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

対象人員数計 追加的総費用

1       192                        



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 30                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 30                 

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 30              千円

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 192               千円

平成2５年度の消費者行政予算 543               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 515             千円

前年度差 -2              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 28              千円 2４年度差 -2              千円

1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

相談員数 1      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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 浦添市 自治体コード 472085

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
有資格者の相談員が行うことによって、消費生活の
安全・安定・利益の確保をする

1,440             1,440                消費生活相談員委託料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活問題等多様な情報を広く市民へ提供する 93                 93                     印刷製本費、消耗品費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,533             1,533                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 有資格者相談員の配置

（強化） 引き続き有資格者を配置することや、相談業務においての情報取得を円滑に行うために情報通信の整備を行う

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 近年の消費者関係（注意事項等）のチラシを作成し配布する

（強化）
従来のチラシによる啓発と共に消費相談室を訪ねてきた方へ目で見てわかりやすいパネルを活用し、
実際にある消費者問題の具体的な事例を展示することにより、消費者への啓発活動を促進する

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       864                        

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

対象人員数計 追加的総費用

1       1,440                     



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,070             千円

平成20年度の消費者行政予算 528               

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 330             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,740          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 1,440             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,852             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,533          千円

前年度差 -11             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 319             千円 20年度差 -209           千円

1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 無線LANを通しインターネットを活用できる環境へと整備する



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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 名護市 自治体コード 472093

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
平成22年度より本補助金を活用し、週１回から週２回への
拡充した窓口の強化を引続き行う。

1,185             542                   相談員委託費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者問題啓発用のチラシの作成配布及びパンフレット
を購入配布を行い、消費者問題の啓発を行う。

1,311             1,311                相談窓口広報チラシの作成配布、啓発用冊子の購入配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,496             1,853                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1人による週1回の相談

（強化） 平成22年度より相談員1人の週2回の相談に拡充し、窓口の強化を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）
相談窓口広報用チラシの作成配布を通し相談者の掘起しを行う。また、消費者教育・啓発用のパンフレットを購入配布し、消費者教育・
啓発を行う

（強化）
相談窓口広報用チラシの作成配布を通し相談者の掘起しを行う。また、消費者教育・啓発用のパンフレットを購入配布し、消費者教育・
啓発を行う

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       258                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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

対象人員数計 追加的総費用

1       542                        



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,630             千円

平成20年度の消費者行政予算 525               

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 630             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,000          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2５年度の消費者行政予算 2,496             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,853          千円

前年度差 13              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 643             千円 20年度差 118             千円

1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 糸満市 自治体コード 472107

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事務用機器の購入 128               128                   備品購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
毎月1回弁護士による消費者相談。年に1回弁護士、司法
書士による合同消費者相談

186               186                   報償費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員・相談員が研修に参加しレベルアップを図る 979               979                   旅費、負担金補助及び交付金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤務時間及び勤務日数の拡大 2,060             1,340                報酬費、共済費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市内全世帯に消費者教育リーフレットの配布をする 2,913             2,913                印刷製本費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,266             5,546                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談窓口の機能強化を図るために、事務用機器を購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 月３回の弁護士相談。

（強化） なし

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 職員、相談員が研修に参加しレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 月～木の９時～１４時までの勤務。

（強化） 月～金の９時～１６時までの勤務とする。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 市内全世帯に消費者教育リーフレットを配布し、啓発を促す。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       1,800                     

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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

対象人員数計 追加的総費用

1       1,340                     



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,227             千円

平成20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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 720             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,507          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 1,340             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,266             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,546          千円

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 720             千円 20年度差 720             千円

2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 職員、相談員が研修に参加しレベルアップを図る。

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）

12                    

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

303                   旅費、研修費

3,962                

230               配布用啓発資料等の購入187                   

-

都道府県名 沖縄県 市町村名 沖縄市 472115自治体コード

専門機関の活用（弁護士及び司法書士による相談会）

執務参考資料購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

90                    専門的有識者活用による講師謝礼金

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

参考図書購入

平成 25

消費者の教育及び啓発の強化

3,370                5,281            

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 -

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

年度

303               相談員の県外研修への参加支援

12                 

90                 

事業経費事業の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

5,916            

相談員の拡充及び体制の強化

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

報酬



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

2ヵ月に1回、弁護士会消費者対策特別委員会への参加

相談員【9時～16時　週4日勤務「1名」、9時～16時　週2日勤務「1名」】、月曜日（2名体制）、火曜日～金曜日（1名体制）

（既存）

（強化）

（強化） 参考図書購入

ＰＩＯーＮＥＴ端末の配備（2台）、事務用機器（パソコン3台）

（強化）

（既存）

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）

消費者講演会、消費者月間パネル展

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

事業名

相談員への助言等を行う為、専門機関を活用【弁護士、司法書士による相談会等（対象：相談員）】4,000円×2日×6ヵ月

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

相談員【9時～17時15分　週4日勤務「3名」、月・水曜日（3名体制）、火・木・金曜日（2名体制）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員研修（3名　3日間×3回）

（既存）

（強化）

（強化）

配布用啓発資料等の購入（くらしの豆知識　350部）

⑦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）

⑥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）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

法人募集型

2,652                     

人

人日

3,370                     

対象人員数計

研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

千円 前年度差7,610          千円

平成20年度の消費者行政予算 8,459            

12,207           平成2４年度の消費者行政予算

④その他

消費生活相談員のスキルアップの為、県外研修への参加支援

千円

20年度差

3,962          

-849           

千円

千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

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

-56             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

3      相談員総数 人

11,572           

うち基金（交付金相当分）対象経費

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24年度末

7,666          

3      

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 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

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,541          



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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 豊見城市 自治体コード 472123

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談日拡充に伴う市民への周知のためのチラシ作製 146               -                      

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 毎月第1・第３火曜日（予定）に消費生活相談を行う 252               252                   消費生活相談員委託料（人件費）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 398               252                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 相談事業の周知のためチラシの作成を行い広報紙へ折込配布する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎月第１水曜日の消費生活相談を行っている

（強化） 毎月第１・第３火曜日に消費生活相談を行う。相談事業の周知のためチラシの作成を行い広報紙へ折込配布する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       120                        

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

対象人員数計 追加的総費用

1       252                        



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 995               千円

平成20年度の消費者行政予算 824               

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 875             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             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 398               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,042             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 252             千円

前年度差 -85             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 790             千円 20年度差 -34             千円

1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

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）

平成 25 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 沖縄県 市町村名 北谷町 自治体コード 473260

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口を維持するために、専門の相談員を
配置する。

765               765                   相談員委託料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 765               765                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 町民が専門の相談員に相談できる体制を構築する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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       255                        

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

対象人員数計 追加的総費用

1       765                        



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．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 750               千円

平成20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 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）対象経費 750             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2５年度の消費者行政予算 765               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 765             千円

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                千円

1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


