
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）
・弁護士による事例検討の拡充
・相談員のための法律相談

3,110                3,576            

-

516                  516               

8,517                10,270          

対象経費

384                  講師謝礼

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者団体等との啓発活動や共催事業による連携の強化

・講師謝礼、看板作成費
・講師謝礼及び旅費、講座周知ﾎﾟｽﾀｰ作成及び掲出費
・啓発物品等作成及び購入費

2,126                

基金（交付金相当
分）対象経費

講師謝礼、資料作成ｺﾋﾟｰ代、共催事業講座周知ﾎﾟｽﾀｰ及び啓
発物品・演題吊看板・横断幕、団体紹介ﾊﾟﾈﾙ作成費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

相談体制整備の維持及び拡充（勤務日数拡大及び増員）

都道府県名 滋賀県 市町村名 大津市 252018自治体コード

（拡充）消費生活センター相談室および事務室の改修、
電話機および周辺機器購入・設備備品購入

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

・啓発協力員の研修会開催及び出前講座での周知用看板作成
・消費者教育啓発の講座開催（啓発協力員の登録要件）、中学
生対象の講演会、職員研修会の開催
・啓発用物品等作成及び購入

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）

事業経費事業の概要

699                  旅費、参加負担金

報酬（時間外手当含む）、社会保険料、通勤手当（費用弁償）

3,017            

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

539               

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

940               相談員等の研修参加支援

1,682            1,682                修繕料、工事請負費、委託料、備品購入費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化） 消費者団体等との啓発活動や共催事業の開催

（強化）

（既存）

国民生活センターの研修参加（隔年での参加、２名分）

（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）
・弁護士による事例検討（年6回）
・なし

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

・啓発協力員のレベルアップのための研修会開催及び出前講座等での啓発協力員の寸劇用看板作成
・啓発協力員の登録要件講座「消費者のための身近な法律講座」を開催、周知のためのポスター作成及び電車車内の掲出
・中学校との共催による消費生活講演会の開催
・消費者教育推進法に関する職員向け研修会の開催
・啓発用教材等物品の作成及び購入

（強化）

・なし
・消費生活講演会、講座の開催
・出張出前講座の啓発用教材購入

相談員4名（週5日）（既存）

（強化）

（既存）

・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、随時）

（強化） 相談員1名増員の勤務日数の拡大の維持（H24：4名⇒5名、うち１名を週2日⇒週5日に拡充（H24.11～）、相談員１名増員（H25：5名⇒6名）

なし（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

相談体制の整備（相談員増員）とともに相談室及び事務室を改修（電気・電話設備改修、ＬＡＮ改修敷設含む）、電話機及び周辺機器・
設備備品購入

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）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 国民生活センター等の研修参加機会の拡充（２名⇒６名）
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）

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）



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

2       

法人募集型

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

2,400                     

3,110                     

研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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       

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 956             

千円

千円前年度差

17,778         平成24年度の消費者行政予算

15,864         千円600             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 15,264         

千円

千円

○ 勤務日数の拡大（H24）、１名増員（H25）による負担の軽減

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

研修機会の拡充、参加旅費等の支援

具体的内容

④その他

5      

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

5      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

6      

6      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

8,517          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,114          

14,908         

相談員数

2,870          

24,381         

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

233               
消費者を狙う手口は、巧妙かつ多岐にわたっており、常
に最新の情報と対応策を得る必要があるため、研修を通
じて相談員の知識を深め、資質向上を図る。

115               

事業経費事業の概要

平成彦根市 252026自治体コード

-

旅費、参加費

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

2,664            

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

331               

平成21年度以降、消費者相談体制の強化を図るため
に、相談員の増員および賃金の増額を行ったことから、
現状の人員体制を維持する。

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）

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）

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 -

啓発チラシ、ペン立て付きメモ帳作成331                  

233                  

3,605            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

262                  支援弁護士報償費、費用弁償

115                  法律解説等参考図書、消費生活講座用備品の購入

相談員の賃金、社会保険料等2,664                

消費生活相談の困難な案件について、弁護士による助
言を得るほか、消費生活相談員の法的知識の習得を図
る。

262               

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）

3,605                

消費者被害の防止のため、啓発用チラシ等を作成する。
消費生活講座での啓発用グッズを作成する。

執務用参考図書および消費生活講座等に使用する備品
を整備する。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

消費者被害防止のために、啓発チラシを作成し全戸配布する。消費生活講座の参加者に配布する啓発用グッズを作成する。（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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。

法律解説等の参考図書を整備する。平成24年度から講座で寸劇を取り入れていることから、ピンマイクを整備する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

手作りしたものを消費生活講座で受講者に配布している。

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

弁護士等の専門家を活用した事業は実施していない。

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） 平成22年度から相談員を1名増員し、平成24年度から賃金を増額した。平成25年度も引き続き現状の2名体制で相談業務を行う。

相談員が、支援弁護士から対面または電話等で助言・指導を受けることにより、相談内容の複雑化、多様化に対応する。

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）

（強化）

相談員が使用する参考図書の整備が十分でない。消費生活講座は、手持ちマイクで対応している。

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） 相談員１名で対応している。（平成20年度末）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

2       

実施形態

参加者数

1,015                     

2       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

1       

2,664                     

人日

人



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

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

3,180          

人

2,748          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

3,605          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

6,353          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

2      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

2,651          

2      

千円

3,455          千円

千円

2,664          

消費生活相談員の配置

人

-      平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

-      

-      

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）

2      

-      

平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

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。

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

6,635          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

千円

千円

-707           

千円

千円前年度差千円97              



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） 弁護士等の活用による相談員の対応能力強化

2,813                6,136            

-

260                  790               

3,619                7,472            

対象経費

142                  謝礼金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

啓発物品、啓発資料等300                  

基金（交付金相当
分）対象経費

消費学習啓発委託料、講師謝礼

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

相談員の増員、報酬の引き上げ

都道府県名 滋賀県 市町村名 長浜市 252034自治体コード

相談室設備等の充実

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

消費者被害防止のための啓発

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）

事業経費事業の概要

83                    研修旅費、研修負担金

相談員の賃金、社会保険料

300               

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

142               

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

83                相談員の研修参加支援

21                21                    執務参考図書等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）
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。

（強化）

（既存）

近畿府県での研修のみ参加。

（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） 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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

啓発用物品や啓発用パンフレット等を活用した出前講座の実施。（強化）

口頭での出前講座。

相談員１名の体制。（既存）

（強化）

（既存）

弁護士等の専門相談の実施。（相談員からの相談に対して）

（強化） 相談員を１名増員し、２名体制。報酬の引き上げ。

消費額学習啓発事業(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。（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

執務参考図書等の購入による相談室の設備充実を図る。

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）

相談室の設備が充実していない。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員２名が、１回程度の参加）、近畿府県での研修会に参加。
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）

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）



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

1       

法人募集型

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

1,912                     

2,813                     

研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

1       

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       

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 -100           

千円

千円前年度差

8,185            平成24年度の消費者行政予算

3,994          千円15              

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 3,979            

千円

千円

○ 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。

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

国民生活センター主催の研修会への参加支援。

具体的内容

④その他

2      

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

○ 報酬の向上を図る。（平成22年４月から実施）

人

千円

2      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

2      

2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

3,619          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,813            

4,094          

相談員数

4,091          

7,613            

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

348               
相談員ならびに消費者行政に従事する職員の国民生活
センター等関係機関が開催する研修会に参加し、知識
の習得と能力向上を目指す。

268               

事業経費事業の概要

平成近江八幡市 252042自治体コード

-

・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）

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

5,745            

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

599               

相談員を増員し、毎日、市民からの相談に応じられるよう
相談体制を整備する。（H21年度1名増員） また、市民の
利便性を考慮し、相談時間の延長を行う。（8：30～16：00
→8：30～17：15）

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）

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）

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 -

・啓発員による啓発活動にかかる物品、原材料等
・講座、学習会開催にかかる講師謝礼、講師旅費、会場使用
料。
・啓発冊子、啓発用品等の購入費。

599                  

254                  

8,336            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

611                  
・弁護士、司法書士、一級建築士、臨床心理士等への謝礼、旅
費。

174                  
・相談に係る参考図書購入費
・啓発DVD等の備品や事務機器等の購入

・相談員の増員、時間延長に係る賃金ｙ時間外手当。
・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）

3,304                

・消費者被害に限定した法律相談や専門家の知識を活
用し、検査の実施やアドバイスを受ける。

1,376            

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）

4,942                

・啓発員養成講座の実施、啓発員による啓発活動。
・市民を対象とした研修会や学習会の開催。
・出前講座等による高齢者を中心とした消費者啓発。
・安心、安全な食生活をおくれるよう、関係機関と連携し
た啓発活動の実施及び市民を対象とした研修会や、子
供向けの学習会の開催。

・相談に係る参考図書および出前講座等に活用する備
品等の購入。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活啓発員養成講座の実施。啓発員による啓発活動。消費者被害未然防止や安心安全な食生活を送るため、市民を対象とした
研修会や学習会の開催。高齢者を中心とした出前講座等の消費者啓発。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター主催研修年2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。

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。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

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。

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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。

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） 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）。

消費者被害に限定した困難事例相談について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も同席し相談を受ける。
相談に対応するために必要な専門家（一級建築士、臨床心理士等）の知識を活用し、検査の実施やアドバイスを受ける。

国民生活センター主催研修年1回、県センター等研修年6回。

（強化）

（強化）

年次的に消費生活センターに必要な備品を整備してきている。

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） 相談受付時間　8:30～16:00、消費生活相談員　1名。

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

2       

実施形態

参加者数

1,689                     

1       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

2       

3,304                     

人日

人



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

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

7,996          

人

3,394          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

4,942          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

8,336          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

2      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

3,323          

2      

千円

3,395          千円

千円

3,304          

消費生活相談員の配置

人

平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

2      2      平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

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。

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

11,391         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

千円

千円

-1              

千円

千円前年度差千円71              



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）
処理が困難な案件等について相談員が顧問弁護士、司
法書士に相談できる体制を整備する。

4,369                4,369            

-

200                  200               

7,395                7,395            

対象経費

819                  委託料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者団体教育啓発活動等を支援する。（草津市消費
者リーダー会活動補助金）

消耗品費、印刷製本費、委託料1,731                

基金（交付金相当
分）対象経費

補助金

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

Ｈ２１年度に増員した相談員１名を継続雇用する。「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
額の増額を維持する。また、消費生活相談支援員（臨
時）を１名新規に雇用する。

都道府県名 滋賀県 市町村名 草津市 252069自治体コード

消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等を購入する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

「消費者教育の推進に関する法律」の施行を踏まえ、地
域や学校における消費者教育を推進するためのオリジナ
ル小冊子、紙芝居、新お断りうちわを作成する。

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）

事業経費事業の概要

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

増員分の報酬、「主任相談員」制度の継続、「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、消費生活相
談支援員（臨時）を１名新規雇用することによる賃金・社会保険
料等

1,731            

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

819               

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

238               
相談員および消費者行政担当職員等が国民生活セン
ター等の関係機関が開催する研修会等に参加する。

38                38                    
消耗品費（文具費：消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等購
入）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化） 消費者団体教育啓発活動等を支援する。（草津市消費者リーダー会活動補助金）

（強化）

（既存）

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

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

「消費者教育の推進に関する法律」の施行を踏まえ、消費者教育を体系的に充実させるため、消費者教育・啓発用ゆるキャラ「クゥとか
いな」を活用したオリジナル小冊子、紙芝居、新お断りうちわを作成し、地域のイベントや学校へ「出前講座」に出かけ、消費者教育の推
進を図る。

（強化）

なし

相談員２名雇用（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
Ｈ２１年度に増員した相談員１名を継続雇用する。「主任相談員」制度の創設および「あっせん業務」等による報酬額の増額を維持する。
また、消費生活相談支援員（臨時）を１名新規に雇用する。

なし（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者関連法律書・図書・雑誌・資料等購入

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）

消費生活講演会開催

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）
相談員の研修参加支援（国民生活センター（東京３回、大阪・京都９回、消費者法研究会、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）

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）

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）



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

2       

法人募集型

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

3,300                     

4,369                     

研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

3       

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）

4       

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 979             

千円

千円前年度差

12,171         平成24年度の消費者行政予算

6,523          千円1,071          

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 5,452          

千円

千円

○ 雇用更新回数の制限を廃止、相談支援員（臨時職員）の任用

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成２４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

具体的内容

④その他

3      

-      

○

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

○
「主任制度」の継続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

人

千円

3      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-      

-      

3      

3      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

-                

平成25年度の消費者行政予算

7,395          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 4,369          

-                

5,544          

相談員数

6,627          

13,918         

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

301               相談員、行政職員の研修参加機会の充実

事業経費事業の概要

平成守山市 252077自治体コード

-

研修参加旅費、研修参加負担金

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

3,467            

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

633               

消費生活相談員を１名増員（H21～）

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）

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）

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 -

広報紙発行、啓発物の発行、弁護士謝礼、講師謝礼等623                  

282                  

4,401            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

報酬、費用弁償、共済費等3,467                

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）

4,372                

広報紙の発行、出前講座、専門家の助言指導



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

出前講座の実施、広報紙、HP、有線放送電話での啓発、広報紙（啓発）の発行、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（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 相談員、行政職員の研修参加機会の充実、県外での研修への参加（宿泊を伴う研修を含む）1人当たりの回数の増

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

出前講座の実施、市の広報紙、HP、有線放送電話での啓発

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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） 消費者庁創設に伴い増加が見込まれる相談に対応するため、相談員を平成21年度より１名増員する

相談員、行政職員の研修参加機会の充実、県外での研修への参加

（強化）

（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） 相談員１名

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

1       

実施形態

参加者数

1,923                     

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

1       

3,467                     

人日

人



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

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

4,906          

人

3,647          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

4,372          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

8,019          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

2      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

3,680          

2      

千円

3,668          千円

千円

3,467          

消費生活相談員の配置

人

平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

2      2      平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

8,574          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

千円

千円

-21             

千円

千円前年度差千円-33             



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）

-789                  789               

対象経費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①報酬
②講師謝礼等
③啓発品、啓発資料等の購入

                  679

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 栗東市 252085自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

①無料弁護士相談の実施（月1回3時間の計12回開催予
定）
②専門家を招き、多重債務等に関する関係機関の職員
研修を実施する。
③啓発の充実を図るための啓発品等の購入

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）

事業経費事業の概要

110                  研修会参加費用、教材費、交通費

               679

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化）

（既存）

主に県主催の研修にのみ参加。

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

①無料弁護士相談等の実施（月1回3時間の計12回開催）
②専門家による関連職員研修「多重債務等」の実施により、関連職員のスキルアップを図り、的確な対応に繋げる。
③既存の出張出前講座と合わせて、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、啓発品等を配布する。

（強化）

①なし
②なし
③自治会および各種団体への講師派遣（出張出前講座）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

（強化）

（既存）

（強化） 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。
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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 283             

千円

千円前年度差

4,211          平成24年度の消費者行政予算

3,300          千円-691           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 3,991          

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

相談員のレベルアップを図るための研修参加の支援

具体的内容

④その他

1      

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

1      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

1      

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

789             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

3,017          

相談員数

1,194          

4,089          

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

119               相談員、担当職員の県内外の研修への参加支援

10                

事業経費事業の概要

平成甲賀市 252093自治体コード

-

研修に係る旅費、研修負担金

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

921               
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）

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 -

消費者のための啓発講座の開催
消費者被害防止のための啓発の実施

111                  

1,050            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

10                    参考図書購入経費、啓発用ＤＶＤ・ビデオ購入経費

啓発講座の講師謝礼等の開催経費
啓発チラシ作成、啓発物品購入等

921                  

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）

1,042                

消費生活相談機能強化のための文献、図書および啓発
ＤＶＤ・ビデオの整備



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 県開催の研修への参加支援。　国、国民生活センター等が開催する県外研修、相談員養成講座への参加を支援する。

執務参考図書の購入。啓発ＤＶＤを整備する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

市広報で啓発（Ｈ２０時点）

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

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）

（強化）

（強化）

執務参考のために新刊文献、新刊図書を整備する。啓発DVDを整備する。

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 消費者向けの講座を開催する。各地域に出向いた出前講座を実施し、消費者被害の早期発見、相談誘導を図る。

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

-       

実施形態

参加者数

-                           

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

-       

-                           

人日

人



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

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

380             

人

2,150          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,042          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

3,192            平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

1      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

2,378            

1      

千円

2,528          千円

千円

消費生活相談員の配置

人

平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

1      1      平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

2,908            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

千円

千円

-378           

千円

千円前年度差千円-228           



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）
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（弁護士･司法書士等）の助言を受け相談員の
対応能力を向上する。

-

30                    30                

908                  908               

対象経費

240                  専門家の助言に対する謝礼

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

市民相談総合推進委員会（多重債務対策部会）のチー
ム全体の資質向上のための研修会を行う。

啓発講師謝礼、冊子等印刷代、啓発委託料275                  

基金（交付金相当
分）対象経費

研修会に伴う講師謝礼

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 野洲市 252107自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

消費者教育のための様々な消費生活分野のセミナーの
開催、啓発資料や啓発冊子の配布を行う。出前講座を実
施するに当たり啓発劇等を取り入れ内容充実を図る。

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）

事業経費事業の概要

363                  研修会等参加に伴う旅費及び資料代

275               

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

240               

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

363               
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
に参加支援を行う。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化） 多重債務者包括的支援プロジェクト（多重債務対策部会）のチームの研修会を開催し、全体の質向上に努める

（強化）

（既存）

予算が少なく国民生活センター主催等、様々な研修に参加できない　自費での参加もある

（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） なし

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

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（強化）

市民出前講座等を実施しているが、十分な資料がない　セミナーも実施していない

（既存）

（強化）

（既存）

高度で専門的な相談について、定期的に法律専門家を交えての事例検討等を行う

（強化）

なし（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

（強化）

（既存）

（強化） 相談員等を様々な研修に参加させ、質的な向上に努めるため、旅費等の支給を行う
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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 442             

千円

千円前年度差

5,996          平成24年度の消費者行政予算

4,008          千円11              

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 3,997          

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

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

具体的内容

④その他

1      

2      

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

3      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

2      

1      

3      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

908             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

3,566          

相談員数

2,430          

4,916          

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

213               
消費生活相談員の研修参加に対して、旅費および受講
料等を支援する。

事業経費事業の概要

平成湖南市 252115自治体コード

-

旅費、受講料等

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

1,317            

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）

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）

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 -

チラシ、啓発資材等作成、講師謝礼、消費モニター謝礼・消費
生活情報冊子の作成、弁護士委託料等

1,317                

213                  

1,530            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

1,530                

・学校や地域における学習会や講座等で活用する啓発
資材や教材を作成する。
・企業や自治会等への消費者問題に関する広報を行う。
・食の安全・安心に関する講演会を開催する。
・消費者教育推進協議会を立ち上げる。
・出前講座や職員対象の研修会を開催する。
・消費者による食品表示の分類調査
・消費生活相談において法律的な解釈を必要とするもの
に関して、相談者が弁護士等に相談できる機会を設け
る。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

学校や地域における学習会や講座等で活用する啓発資材や教材を作成する。企業や自治会等への消費者問題に関する広報を行う。
食の安全・安心に関する講演会を開催する。消費者教育推進協議会を立ち上げる。出前講座や職員対象の研修会を開催する（５箇所
程度）。食品表示の分類調査の実施。消費生活相談において法律的な解釈を必要とするに関して、相談者が弁護士等に相談できる機
会を設ける。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 消費生活相談員が、県内外で開催される研修に参加する際の旅費・受講料等を支援する。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

消費者向け講演会の開催や消費者向けて被害防止啓発は積極的にできていない。

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

県内外開催する研修への参加にあたって、一部、消費生活相談員の実費負担があった。

（強化）

（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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

-       

実施形態

参加者数

-                           

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

-       

-                           

人日

人



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

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

1,683          

人

2,267          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,530          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

3,797          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

1      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

2,362          

1      

千円

2,768          千円

千円

消費生活相談員の配置

人

-      平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

-      

-      

1      1      

-      

平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上

④その他

昨年度同様続けて支援する

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

4,451          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

千円

千円

-501           

千円

千円前年度差千円-95             



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）
困難な案件、法的な解釈が必要な案件等について、弁
護士等の専門的家に助言を受け、相談員の相談対応力
を向上させる。

41                    44                

-1,050                1,063            

対象経費

42                    弁護士等による相談謝金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者啓発用パンフレットの作成、消費者啓発用資材、教材の購846                  

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

消費生活相談員の報酬を引き上げる。

都道府県名 滋賀県 市町村名 高島市 252123自治体コード

執務参考図書等を購入する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

消費者問題に関する啓発のためのパンフレットを作成す
る。
消費者、特に高齢者を狙った詐欺事件が多発しているた
め、啓発用資材、教材を購入し、注意喚起を図る。

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）

事業経費事業の概要

104                  消費生活相談員研修参加旅費及び参加負担金

消費生活相談員の基本給与増加分

846               

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

42                

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

113               
消費生活相談員が国民センター等関係機関が開催する
研修会に参加する。

18                17                    執務参考図書購入費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化） 国民生活センターでの研修会（年２回）、県消費生活センターでの研修（年８回）に参加し、相談員のスキルアップ、レベルアップを図る。

（既存） 国民生活センターでの研修会（年２回）、県消費生活センターでの研修（年３回）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） なし

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

作成した啓発用パンフレット、啓発資材及び啓発用教材を消費生活出前講座時等に配布、利用し、消費生活に関する知識の普及・啓
発に努める。

（強化）

啓発用パンフレットを作成し、窓口等で配布するなど啓発を実施

なし（既存）

（強化）

（既存）

困難な案件、法的な解釈が必要な案件等について、弁護士等の専門的家に助言を受け、相談員の相談対応力を向上させる。

（強化） 消費生活相談員の報酬を引き上げる。

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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。

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）

消費者相談にかかる執務参考図書購入

（強化）

（強化）

（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）

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）



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

-       

法人募集型

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

-                           

41                         

研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

1       

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       

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 7                

千円

千円前年度差

2,715          平成24年度の消費者行政予算

2,189          千円-15             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 2,204          

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

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。

具体的内容

④その他

1      

-      

○

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

○ 消費生活相談員の報酬を引き上げる。

人

千円

1      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-      

-      

1      

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

―

平成25年度の消費者行政予算

1,050          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 41              

―

2,182          

相談員数

533             

3,239          

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

348               
　消費生活相談員・消費者行政担当職員の幅広い知識
吸収と相談対応能力の資質向上に向けての研修旅費及
び受講料に対する支援を図る。

事業経費事業の概要

平成東近江市 252131自治体コード

-

消費生活相談員 ・ 消費者行政担当職員の国セン他研修旅
費及び受講料

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

9,790            

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

639               

　集中育成・強化機関中に1名増員を行った消費生活相
談員を継続して雇用する。

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）

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）

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 -

セミナ－講師謝金・啓発チラシ（色上質）紙代・資料
（再生紙）代・複写経費　・啓発配布用リ-フレット他経費

382                  

348                  

12,097          

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

660                  消費生活顧問弁護士報酬　1名分

平成22年度採用　 嘱託消費生活相談員1名の人件費
賃金・手当・共済費（事業所負担分）

2,694                

　複雑困難な消費者問題の解決に向け、消費生活顧問
弁護士の法的な助言指導の元、相談員の知識及び対応
能力の高度化を図る。

1,320            

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）

4,084                

　タイムリ-な消費者問題を取り上げ、専門の講師により講
演を行い、消費者である市民に消費者力を身に付けても
らうための消費者セミナ－等を開催する。また、消費者教
育・啓発用教材(リ-フレット及び小冊子他)を印刷する。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

今注目される様々な分野からタイムリ-な消費者問題を取り上げ、専門講師を招き、市民に消費者力を身に付けてもらうための高度な消費者セミナ－
等を開催する。また、講座時の消費者教育・啓発を図るため、有効なリ-フレット及び小冊子他を購入すると共に広く市民に被害予防啓発を行うた
め、情報紙等を作成し、自治会等への配布啓発を行う。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 消費生活相談員・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-等への研修受講支援(5名×複数回)

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

予算ゼロ事業の消費者セミナ-を年6回開催する。

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

消費生活顧問弁護士(男性)1名を委嘱し、消費生活相談員同席による無料法律相談を月1回実施。

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） 平成22年度採用消費生活相談員1名の増員分人件費

平成21年度に消費生活顧問弁護士(女性)を追加委嘱し、顧問弁護士2名体制を図る。消費生活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。

消費生活相談員・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）

（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） なし

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

1       

実施形態

参加者数

1,512                     

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

1       

2,694                     

人日

人



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

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

5,509          

人

8,115          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

4,084          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

12,199         平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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

3      

平成20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

6,472          

3      

千円

8,045          千円

千円

2,694          

消費生活相談員の配置

人

平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

3      3      平成25年度末予定

○

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

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。

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

13,554         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

千円

千円

70              

千円

千円前年度差千円1,643          



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）
高度な法律解釈を必要とする相談案件を弁護士に相談
して解決を図る。

-209                  209               

対象経費

21                    法律相談弁護士謝礼

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

啓発冊子の作成92                    

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 米原市 252140自治体コード

執務参考図書購入、貸出し用書籍購入

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

消費者被害防止のため啓発冊子を配布する。

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）

事業経費事業の概要

76                    旅費、負担金等

92                

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

21                

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

76                
消費者相談に適切な対応をするため研修を受講し能力
向上を図る。

20                20                    執務参考図書購入、貸出し用書籍購入



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化）

（既存）

予算措置なし

（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） 予算措置なし

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

消費者被害防止のための啓発冊子を作成し、各自治会に配布する。（強化）

予算措置なし

（既存）

（強化）

（既存）

高度な法解釈を必要とする相談案件について、弁護士に相談して解決を図る。

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

執務参考図書の購入、貸出し用書籍購入。

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）

執務参考図書の購入。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 消費生活相談に適切な対応をするため、研修を受講し能力向上を図る。
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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 -267           

千円

千円前年度差

3,070          平成24年度の消費者行政予算

2,343          千円-138           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 2,481          

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

消費生活相談員のレベルアップにつながる研修の旅費・研修費（受講料）等を負担し参
加支援を行う。

具体的内容

④その他

1      

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

1      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

1      

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

209             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

2,610          

相談員数

460             

2,552          

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

11                消費者行政担当者の研修参加など

61                

事業経費事業の概要

平成日野町 253839自治体コード

-

研修参加旅費

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

947               

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）

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）

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 -

クリアフォルダ、マグネットシート、啓発パネルの購入、小・中学
生向けリーフレットの作成

947                  

11                    

1,019            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

61                    パンフレットラック（雑誌架）の購入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）

1,019                

消費者被害防止のための啓発の実施、学校での消費者
教育の取組など

相談窓口の備品の購入など



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

消費者被害防止および消費者の自立を支援するため、クリアフォルダ、マグネットシート、啓発パネルの購入および小・中学生向けリー
フレットの作成。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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。多様な相談に対応ができるよう複数名の相談体制を目指
す。

参考図書およびパンフレットラックなどの事務機材を整備し、相談体制の充実を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

「広報ひの」記事掲載（スポットで年1～２回）

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

なし

（強化）

（強化）

参考図書および事務機材等の整備により相談窓口を強化、他の業務とは別に相談スペースを設ける。ＰＩＯ－ＮＥＴを活用するなど多様な相談に対応できるよう、体制の充実を図る。

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

-       

実施形態

参加者数

-                           

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

-       

-                           

人日

人



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

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

400             

人

36              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,019          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

1,055          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

36              

-      

千円

36              千円

千円

消費生活相談員の配置

人

-      平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

-      

-      

-      -      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上

④その他

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

436             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

千円

千円

-                

千円

千円前年度差千円-                



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）

-209                  209               

対象経費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

啓発品（パンフレットおよび街頭啓発用のぼり旗、ポケットティッ
シュ）の購入費

209                  

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 竜王町 253847自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

住民向け消費者被害防止啓発用品の配布等

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）

事業経費事業の概要

209               

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

消費生活相談窓口の周知として住民向け消費者被害防止のための啓発用品を購入し設置する。（強化）

住民の被害防止への意識および消費生活相談窓口の周知が不十分である。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

（強化）

（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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 117             

千円

千円前年度差

408             平成24年度の消費者行政予算

229             千円171             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 58              

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

-      

-      

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

-      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-      

-      

-      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成25年度の消費者行政予算

209             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

112             

相談員数

296             

438             

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

事業経費事業の概要

平成愛荘町 254258自治体コード

-

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

255               

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）

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）

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 -

町広報誌への記事掲載、啓発物品作成255                  

255               

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

255                  

被害未然防止のための町広報誌による住民啓発、窓口
周知のための啓発物品配布。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

町広報誌の内容を充実し、更なる啓発を行う。相談窓口のより一層の周知を図る。（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

町広報誌で「消費者ナビ」（1/2ページ×12ヶ月）を掲載。相談窓口の周知が不十分である。

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

（強化）

（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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

-       

実施形態

参加者数

-                           

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

-       

-                           

人日

人



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

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

303             

人

70              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

255             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

325             平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定

72              

-      

千円

72              千円

千円

消費生活相談員の配置

人

-      平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

-      

-      

-      -      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上

④その他

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

375             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

千円

千円

-2              

千円

千円前年度差千円-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）

-279                  279               

対象経費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

啓発用回覧板の購入、透明クリアファイル・啓発書籍・ＤＶＤ購入費279                  

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 豊郷町 254410自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

悪質商法を未然に防ぐため啓発用回覧板・クリアファイル
を作成し、消費者への啓発を行うとともに窓口の周知を
図る。クリアファイルについては中学生にも周知を図る。
消費者問題解決のための啓発用書籍・ＤＶＤの購入。

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・モデルの高い事業）

事業経費事業の概要

279               

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

悪質商法を未然に防ぐため、定期的に目に触れるよう消費者への啓発に重点を置く。併せて窓口設置課の啓発を図る。問題解決のた
めの書籍購入。

（強化）

定期的に消費者への啓発周知が不十分

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

（強化）

（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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 -                

千円

千円前年度差

282             平成24年度の消費者行政予算

30              千円-40             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 70              

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

-      

-      

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

-      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-      

-      

-      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

-                

平成25年度の消費者行政予算

279             

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

-                

30              

相談員数

252             

309             

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

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）

25

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）

年度

318               

事業経費事業の概要

平成甲良町 254428自治体コード

-

都道府県名 滋賀県 市町村名

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

699               

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）

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）

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 -

啓発うちわ、チラシの配布、電子掲示板の購入699                  

1,017            

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

318                  相談窓口用の机、椅子、パーティションの購入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）

1,017                

消費者被害防止のための啓発チラシや物品の配布

消費生活相談窓口の体制整備



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

消費者被害防止と啓発強化のため、啓発うちわとチラシ、電子掲示板を購入する。（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活相談窓口用の椅子、机、パイオネットを置く台、パーティション購入

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

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

なし

（既存）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

（強化）

（強化）

消費生活相談窓口用の机や椅子等がない。

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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

-              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計 追加的総費用

-       

実施形態

参加者数

-                           

-       

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

研修参加・受入要望

-              

法人募集型

-              

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

人日

-       

-                           

人日

人



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

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

232             

人

-                千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,017          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち定数内の相談員 平成24年度末

1,017          平成25年度の消費者行政予算

相談員数

相談員数

相談員数

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20年度の消費者行政予算

相談員総数

千円

相談員総数平成25年度末予定 -      

千円

-                千円

千円

消費生活相談員の配置

人

-      平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

人

人

人

-      

-      

-      -      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

具体的内容処遇改善の取組

③就労環境の向上

④その他

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差

232             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

千円

千円

-                

千円

千円前年度差千円-                



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）

-1,200                1,200            

対象経費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

啓発物品の作成経費、有線放送による啓発費用1,200                

基金（交付金相当
分）対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

事業名

都道府県名 滋賀県 市町村名 多賀町 254436自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

住民に向けた消費被害防止のための啓発

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）

事業経費事業の概要

1,200            

平成 25

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

-

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

住民向け消費者被害防止啓発物品の作成、関係機関が提供する消費生活情報を有線放送で放送（強化）

なし

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

（強化）

（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）

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）



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

-       

法人募集型

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

自治体参加型

人

年間研修総日数

人日

-              

-              

実施形態

参加者数

-       

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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

20年度差千円 -                

千円

千円前年度差

349               平成24年度の消費者行政予算

40              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）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 40                

千円

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

-      

-      

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

千円

-      

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-      

-      

-      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

-                  

平成25年度の消費者行政予算

1,200          

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

-                  

40              

相談員数

309             

1,240            

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末 相談員総数 人

千円

人

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）対象外経費

消費生活相談員の配置


