
都道府県コード 290009

平成 年度25

奈良県 事業計画



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

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

管内市町村予算総額

基金取崩し額

10,133                        6,291                          

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

2,304                          

18,875                        

922                            

2,304                     

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

62,778                                                           

77,379                                                            

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

-                                

62,778                   29,037                        

166,277                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

33,741                        

都道府県予算

消費者行政予算総額

88,898                                                            

-                                

合計

2,429                          2,429                     

16,424                   

-                                

21,824                        

922                        

-                                

-                           

40,699                   

事業計画【総括表】

合計

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

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                           

平成 25 年度 奈良県

事業名

-                                

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

実施形態

基金取崩 額

①参加者総数

②年間研修総日数

38                         

③参加自治体

,

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

38%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数



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）

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

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

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）

事業名
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費 対象経費事業の概要

○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。

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）

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）

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）

県の消費生活相談員が児童・生徒や企業・事業者向け
に消費者教育講座を開催。また、消費者教育関係者を
講師に、市町村行政職員向け消費者教育講演会を開
催。

報酬、報償費、共済費

旅費（弁護士、講師、相談員、事業者専門指導員）、報償費（弁
護士、講師）

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）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

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）

6,291          6,291           
旅費（講演会講師、相談員及び事務職員）、講演会会場使用
料、講演会講師謝金

922            

市町村の窓口支援のため、県センターに設置する高度
専門相談員（弁護士）による相談を実施し、県相談員や
事業者専門指導員を派遣。さらに市町村の相談員及び
行政職員向けに専門家を講師とする研修会を開催。

消費生活相談員の増員、報酬の引き上げ、事業者専門
指導員の配置（いずれも平成24年度までの充実・強化
分）

922              

21,824         21,824        

29,037       合計 29,037        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（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）

（強化）

（既存）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

（ 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）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

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）

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）

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）

（既存）

（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）

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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

⑮消費者安全法第 条第 項 基づ 法定受 事務

①相談員12名で、8人体制／日②事業者専門指導員配置なし

①相談員4名を増員し、１１～１２人体制/日、相談員の報酬の引き上げ（日額　H20:8,070円、H21:8,780円、H23:11,000円）
②事業者専門指導員2名配置

なし

市町村支援のため①県センターに高度専門相談員（弁護士）を設置②県相談員等を市町村相談窓口へ派遣③市町村の相談員等に研
修会を開催

なし

消費者教育講座や消費者教育講演会を開催

（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



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15     

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

参加者数

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型

9,894             

年間研修総日数 人日 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）

30    9,635           

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）

15     

対象人員数
（報酬引上げ）

15     21,824           33    18,875         

11    

対象人員数計 追加的総費用



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

980             

弁護士を活用奈良市、大和郡山市、橿原市 1,449          1,449          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１２箇所①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
橿原市、香芝市、葛城市、宇陀市、三郷町、斑鳩町、安堵町、
川西町、三宅町、明日香村、上牧町、河合町

1,096          

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

2,844          研修参加支援2,304          

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井
市、五條市、葛城市、平群町、三郷町、安堵町、川西町、三宅
町、田原本町、明日香村、上牧町、王寺町、河合町、十津川
村

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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）

奈良市、大和高田市、大和郡山市,橿原市、桜井市、五條市、
御所市、生駒市、葛城市、平群町、安堵町、川西町、三宅町、
曽爾村、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、黒滝村、天川
村、野迫川村、十津川村、東吉野村

⑧消費生活相談体制整備事業 33人の人的体制整備支援
奈良市、大和高田市、大和郡山市,橿原市、桜井市、五條市、
御所市、生駒市、香芝市。安堵町、川西町、三宅町、田原本
町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、十津川村

36,356         

消費者被害防止のための啓発

18,875         

村

11,123         10,133         

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

33,741        合計 52,868        



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

-      

対象人員数

人日

9,635              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

参加者数 -        人

30      

人

-      年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数 -        

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

33      18,875            

対象人員数
（報酬引上げ）

11      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

千円

62,778            

千円

29,037            

33,741            

①都道府県の消費者行政予算

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

千円

-4,958            千円 29,037             千円

前年度差

-3,280             

平成24年度 平成25年度

千円

33,995             

積増し相当分

千円

92,178             千円 88,898             

千円

チェック項目

-

33%

千円

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 -                   千円 -                    

33,741             34,007             

59,861             58,183             

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

166,277           165,751           

-                     

千円

73,573             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,678              千円

千円

千円

千円

4,072              

-                  千円

-千円

-266               

3,806               

-

千円 77,379             

38%

44%

-5,224            

526                -

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 97,749            千円 103,499           5,750              

39,566             

千円 -                     

68,002            

千円

千円

千円

千円千円 43,638             

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

千円

千円 -                    

62,778            

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



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

-                     

103,499           

59,861             

-                     

-                     

-                     

千円

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）

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

うち管内市町村

うち都道府県

43,638             

37.75507136

千円

％

％

％43.60485403

32.66327701うち都道府県

うち管内市町村

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

10,783             

47,646             

13,905             千円

千円

千円

千円

千円

43,638             うち基金（交付金相当分）対象外経費 29,733             千円

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 21,824             千円

千円

千円

88,898             

29,037             

39,820             

平成20年度 平成25年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

77,379             

33,741             

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 18,875             

千円

千円

166,277           

62,778             

87,466             

千円

78,811             千円

千円

千円

千円

29,733             千円

59,861             うち基金（交付金相当分）対象外経費 49,078             千円

①都道府県の消費者行政予算 49,078             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

24,688             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 40,699             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 78,811             千円 千円103,499           千円



３．基金の管理

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

-                                     

千円

62,778                              千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 4,288                               千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 10,616                              

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

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） 66,897                              

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）

169                                  千円

千円

264,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

-                                     千円

-                                     

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

報酬日額をH22年度より約２５％向上（継続）

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

うち委託等の相談員

平成24年度末

平成24年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成24年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センターへの研修参加回数及び参加人数の増加

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

15       

15       相談員総数

相談員数

相談員数

15       

平成25年度末予定

人

15       人


