
平成 年度25

兵 庫 県 事 業 計 画

都道府県コード 280003



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）

基金取崩し額

４.消費生活相談体制整備事業

都道府県予算

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

消費者行政予算総額

-                                

６.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

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

20,022                   

65,557                   

20,022                        

224,332                                                         

457,093                                                          管内市町村予算総額

合計

116,036                  

-                                -                           

55,398                        60,638                        

224,332                  85,365                        138,967                      

10,708                   -                                

-                           

221,405                                                          

-                                

678,498                                                          

4,705                          7,304                          

65,557                        

２.消費生活相談員養成事業

12,009                   

事業計画【総括表】

合計市町村

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

都道府県

平成 25 年度 兵 庫 県 事 業 計 画

-                                

10,708                        

事業名

-                                

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

↑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

33                         

②年間研修総日数

-              

-              

基金取崩 額

③参加自治体

-              

,

取崩し割合

②年間研修総日数

①参加者総数

実施形態

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

33%

③実地研修受入自治体

-              ①参加者総数



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

別表１ 都道府県実施事業分

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

3,321

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
管内の相談員や消費者行政担当者を対象としたﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
研修の開催（年33回）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

事業名
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費

3,235

事業の概要 対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材費

○セルの挿入・削除は行わないでください。

○印刷後に、見切れがないか確認してください。

旅費

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（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

小中学生の消費者力を育てるため、消費者教育用教材等を
作成・配布、 ひょうご暮らしの大学の開催（2か所×12回）、
ひょうご暮らしの親子塾の開催（100回）
消費者教育推進法を踏まえ、次世代（若者）を対象としたイ
ベントの開催（年14回)　、消費者月間重点ネットワークイベン
トの開催（7回）、通信講座の実施（5テーマ、スクーリング1回）
食品放射能検査事業、食の安全・安心の推進のための
HACCP認定施設と連携した見学、意見交換会の実施
すまいのリフォームアドバイザーの派遣等、住宅に関する問
題を総合的にサポートする。

委託費、報償費、報酬、旅費、共催費

50,146        44,841         

講師謝金、旅費、テキスト作成費、会場借料、パネル作成費、
モニターへのアンケート印刷費、アンケート送付・回収用郵券
代、啓発資料作成経費、施設訪問に係るバス借上げ費、参加
者保険料、チラシ作成、啓発ｾﾐﾅｰ委託費、テキスト・チラシ印
刷費、啓発用機材購入費

相談員及び消費者行政担当者の県内での研修への参加支
援（8回×7名）、県外での研修への参加支援（54名）

26,636        20,022         

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援

研修の開催（年33回）

1,516 1,470

市町消費生活センター支援強化、相談対応力の向上を図る
ため、市町相談員に対し、助言・指導を実施し、法的知識が
必要な困難事案に対応するため、弁護士から消費生活相談
員に助言（年124回）、商品テスト専門家の設置、商品テスト
学習会の開催（年24回）、建築士等その他専門家の活用（年
41回）を実施。



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（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

高齢者の見守り、相談窓口の紹介、情報発信、学習会の講
師等の活動を展開
① 研修会等の実施（消費者団体に委託）、② くらしの安全・
安心推進リーダーの設置
適格消費者団体と連携した事業を展開
① 改善申入・差止請求事例検討会の開催（７か所×4回）、
② 差止請求訴訟制度等の普及への補助(シンポジウム1回、
リーフレット50,000部)
地域の特性にあった食の安全安心フェアを開催するととも
に、消費者、食品関連事業者、専門家、行政等の関係者が
相互に意見交換を行うフォーラム等を開催
① 食の安全安心にかかる情報発信・意見交換会の開催（5
か所×1回）、② 安全・安心消費者モニターの設置、③ 食の
安全安心フェアの開催
食品トレーサビリティの取組を普及・定着させるための事業者
向け実地講習会の開催

12,353        10,342         

⑬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）

委託費、補助金、講師等謝金、講師等旅費、会場借料、
普及啓発用チラシ作成費

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関

高齢者のトラブルの未然・拡大防止のため、高齢者を支援す
る人や高齢者に向けて、注意喚起や情報提供を実施
　① 高齢者啓発・見守り体制の強化　（高齢者見守りカード
の作成・配布 60,000部）
　② 消費生活高齢者被害防止ネットワーク(県、警察、社協、
市町、金融機関等で構成)の設置(7地域×4回)

5,455        
⑭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 おじいさん・おばあさんお便り運動の展開（小学5年生が
祖父母や地域の高齢者にメッセージを送るためのポストカー
ドの作成　54,000部）
オレオレ詐欺、還付金詐欺等の特殊詐欺の被害防止の啓発
グッズを作成・配布
　① 啓発ポスター（8,000枚）、チラシ（200,000枚）、② 啓発
シール（40,000枚）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

印刷費、旅費、発送費、通信費

99,427       

5,455         

85,365        合計



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

市町消費生活相談員担当者等研修会を開催（年2回）

県・市町センターの相談員等の資質向上を図るため、各種研修を実施。新任職員研修9回、専門研修（15回）、特定商取引法執行業務研修（9回）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新
規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化が対象。

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

市町センター支援事業として実施。
・市町相談サポートデスクを設置し、商品技術、特定商取引法の運用、あっせん方法などについて助言等を行う。
・県センター相談員による小規模な市町センターを中心とした巡回指導（1日/週）
・法的知識が必要な困難事案に対応するため、弁護士から消費生活相談員に助言（年124回）
・商品テスト専門家の設置、商品テスト学習会の開催（年24回）
・建築士等その他専門家の活用（年41回）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

なし

県開催の研修等参加旅費を支援（年1回×14名）

相談員や消費者行政担当者が県内開催の研修・事例検討会等参加する際の旅費を支援（8回×7名分）、県外・国民生活ｾﾝﾀｰ開催の研修参加旅費
を支援（54名分）

（強化）



（強化）

（既存）⑬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（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）

（既存）

（強化）

（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（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

高齢者のトラブルの未然・拡大防止のため、高齢者を支援する人や高齢者に向けて、注意喚起や情報提供を実施
① 高齢者啓発 見守り体制 強化 （高齢者見守りカ ド 作成 配布 部）

消費生活情報紙「Ａらいふ」の発行（11,000部×7回）

小中学生の消費者力を育てるため、消費者教育用教材等を作成・配布
　① 小学5年生向け教材（54,000部）、教員向け指導書（8,100部）、② 中学2年生等向け教材（55,000部）、教員向け指導書（7,900部）
 ひょうご暮らしの大学の開催（2か所×12回）、 ひょうご暮らしの親子塾の開催（100回）、
消費者教育推進法を踏まえ、次世代（若者）を対象としたイベントの開催（年14回)　、消費者月間重点ネットワークイベントの開催（7回）、通信講座の実
施（5テーマ、スクーリング1回）
食品放射能検査事業、食の安全・安心の推進のためのHACCP認定施設と連携した見学、意見交換会の実施
すまいのリフォームアドバイザーの派遣等、住宅に関する問題を総合的にサポート。

なし

・高齢者の見守り、相談窓口の紹介、情報発信、学習会の講師等の活動を展開
　① 研修会等の実施（消費者団体に委託）、② くらしの安全・安心推進リーダーの設置
・適格消費者団体と連携した事業を展開
　① 改善申入・差止請求事例検討会の開催（７か所×4回）、② 差止請求訴訟制度等の普及への補助(シンポジウム1回、リーフレット50,000部)
・地域の特性にあった食の安全安心フェアを開催するとともに、消費者、食品関連事業者、専門家、行政等の関係者が相互に意見交換を行うフォーラ
ム等を開催
　① 食の安全安心にかかる情報発信・意見交換会の開催（5か所×1回）、② 安全・安心消費者モニターの設置、③ 食の安全安心フェアの開催
・食品トレーサビリティの取組を普及・定着させるための事業者向け実地講習会の開催、関係者が一堂に会する意見交換会の開催（1回）

なし

（強化）

⑭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）
⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

① 高齢者啓発・見守り体制の強化　（高齢者見守りカードの作成・配布 60,000部）
　② 消費生活高齢者被害防止ネットワーク(県、警察、社協、市町、金融機関等で構成)の設置(7地域×4回)
　③ おじいさん・おばあさんお便り運動の展開（小学5年生が祖父母や地域の高齢者にメッセージを送るためのポストカードの作成　54,000部）
オレオレ詐欺、還付金詐欺等の特殊詐欺の被害防止の啓発グッズを作成・配布
　① 啓発ポスター（8,000枚）、チラシ（200,000枚）、② 啓発シール（40,000枚）



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載）

人 人時間／年 人 人時間／年

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

実施形態

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

参加者数

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人人

自治体参加型

人日

法人募集型

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）

10    7,540           

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（報酬引上げ）

13,228         

対象人員数計 追加的総費用

-      

10    



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

西宮市：随時(1年）、芦屋市：随時(1年）、伊丹市：随時（1
年）、川西市：随時（1年）、相生市：随時（1年）、宍粟市
（年20回）、豊岡市(年6回）、新温泉町：年24回、丹波市：
年3回

西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、相生市、宍粟
市、豊岡市、新温泉町、丹波市

2,668          2,668          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）

概要

拡充22箇所①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、猪名川町、稲美町、
播磨町、西脇市、小野市、加東市、多可町、相生市、赤
穂市、宍粟市、佐用町、豊岡市、養父市、新温泉町、篠
山市、丹波市、南あわじ市、淡路市

9,451          

事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

8,040          

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、三田
市、加古川市

⑪地域社会 おけ 消費者問題解決力 強化 関す 事

2,025          

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）

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川
西市、三田市、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播
磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可
町、市川町、福崎町、神河町、相生市、赤穂市、宍粟
市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父
市、朝来市、香美町、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡
路市

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） 6,804          

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 1,247          相談員（正規職員含む）対象の研修会を開催

地域団体との啓発活動の連携

消費生活相談員の新規設置及び勤務日数の増（55名）、
報酬引上げ（25名）等により増大する業務に対応

研修参加支援37市町6,057          

5,071          
西宮市、猪名川町、西脇市、加西市、多可町、宍粟市、
淡路市

神戸市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町、
高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、多
可町、姫路市、福崎町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつ
の市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来
市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あ
わじ市、淡路市

125,002       

消費者被害防止のための教育・啓発

65,557         

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川
西市、三田市、猪名川町、加古川市、高砂市、稲美町、
播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多
可町、福崎町、神河町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつ
の市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来
市、香美町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡
路市

40,774         

5,071          

38,306         

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）

神戸市、西宮市、宝塚市、篠山市

・コンシューマースクール、くらしのパートナー事業、高齢
者見守りネット、消費者・事業者・行政の三者交流事業
（神戸市）
・弁護士等専門家による相談会（宝塚市：年24回、篠山
市：月１回）
・放射性物質検査実施（西宮市）

12,021         12,021         

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 203,816      138,967      



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．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

対象人員数

人日

55,324            

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

自治体参加型

研修参加・受入要望

年間研修総日数

参加者数

法人募集型実施形態

55      

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

人

人 千円80      81,768            

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

25      



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

13,822            千円 85,365             千円71,543             

224,332          

千円

85,365            

138,967          

①都道府県の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                    

交付金相当分

前年度差

-146,518          

平成24年度 平成25年度

千円千円367,923           千円 221,405           

千円

積増し相当分

千円千円

千円

チェック項目

-

39%

千円千円

千円

-

296,380           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

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

678,498           944,995           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

184                 

千円

577,072           

-                   千円

138,967           215,480           

千円 457,093           

136,040           

60                   

287,023           千円

千円 318,126           

657,972           千円

-266,497         

千円

千円

千円

千円

千円

-160,340         千円

千円

-                  千円

-124               

千円

-千円

-76,513           

-119,979          

千円

千円

33%

30%

-62,691           

-

千円 -

千円

--43,466           

-

-

454,166           

60                  

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 -203,806         

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -124               

千円

千円

224,332           

千円184                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

361,592           

千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県 人

-                     

-                     

454,166           

-                     

-                     

千円136,040           

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

うち管内市町村

うち都道府県

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

千円

％

318,126           

％30.40234701

38.55603984

33.0630304

うち管内市町村

％

うち管内市町村

うち都道府県

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

136,040           

457,093           

318,126           

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 6,614               千円

千円

千円85,365             

221,405           

千円

千円136,040           

平成20年度 平成25年度

千円221,405           

千円

457,093           

138,967           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 千円

千円

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 65,557             

-                     千円

318,126           うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

678,498           

224,332           

678,498           千円

千円千円

千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     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）対象の賃料、人件費等 千円 72,171             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円454,166           

千円

千円454,166           



３．基金の管理

千円

224,332                            千円

千円

千円

千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 51,033                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 100,000                            千円

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

-                                     

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 275,280                            

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

85                                    

1,369,000                         設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成24年度末

10       

④その他

処遇改善の取組

○

平成24年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

②研修参加支援

平成25年度末予定

平成25年度末予定うち定数外の相談員 相談員数 14       平成24年度末

平成24年度末うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

③就労環境の向上

国民生活センター等への研修参加機会の増及びそれに伴う旅費の支援

-        相談員数

人

人

10       

24       相談員総数

相談員数

相談員数

14       

平成25年度末予定

平成25年度末予定

24       


