
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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員等レベルアップ研修の開催 103 103

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

講師謝金

自治体コード 231002 平成 21

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

執務参考図書等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター機能の強化 150 150

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 愛知県 市町村名 名古屋市

合計 -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 16,500           16,500              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 8,000 8,000

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

出張講座講師謝金、啓発パンフレット・パネルの作成、高齢者
の周囲の方々への見守り情報の配布、消費者被害防止啓発用
映像・物品の作成

⑭商品テスト強化事業 商品テスト機能の強化 4,850 4,850 商品テスト機器の設置

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 食育・製品安全に関する消費者啓発講演会の開催 3,000 3,000 啓発用実験器具、講演会の開催

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談員等レベルアップ研修の開催 103 103

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

講師謝金

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） 相談員の研修参加支援 397 397 旅費・研修費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） ・相談員会議を年10回開催し、職員間で研修

（強化） ・相談員会議終了後に弁護士等専門家６人を招聘して、研修会を開催

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）
（既存） ・予算の範囲内で国民生活センター等研修に参加　年10回、その他の研修は自費により参加

（強化） ・拡充分９回、旅費・研修費を支援（有資格者（消費生活相談員）９名参加）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ・私物の図書を使用

（強化） ・最新の消費者六法等執務参考用図書等を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ・消費者被害防止に向け高齢者の見守り者向け出張講座を開催（地域包括支援センター4回と民生委員研修20回）

（強化）

・地域における高齢者相談の核となる地域包括支援センターのネットワークを活用した出張講座を開催　40回
・出張講座にノートPCを導入することにより、講座内容の充実を図る
・啓発パンフレット等の作成・配布（高齢者の見守り者向け等）
・消費者被害の事例紹介映像や啓発グッズを作成し、消費者啓発に活用

⑭商品テスト強化事業
（既存） ・現在の商品テスト機器（イオンクロマトグラフ）では、１件のテストを実施するのに時間がかかりすぎる

（強化）
・商品テスト機器を高機能化することにより、クリーニングテストにも対応できるようにするとともに、テスト時間を短縮することでテスト処理件数の増加を
図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存） ・食育の消費者啓発のため実習講座を開催　

（強化）
・実験機器（電子天びん、自記温湿度計、蒸留器など）の導入により食品及び製品安全啓発のための実習講座のメニューを充実
・食品及び製品安全にかかる啓発講座を開催



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）

人

年間実地研修受入総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）
（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円前年度差 -2,772         

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 0 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 114,705 千円

平成20年度の消費者行政予算 117,477 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 16,500 千円

平成21年度の消費者行政予算 131,205 千円

人時間／年

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用



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

④その他

②研修参加支援 ○ 県内・県外の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 19    19    人

平成21年度末予定

人

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人

人

平成20年度末 相談員総数 19    人 平成21年度末予定

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

相談員総数 19    人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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

自治体コード 232068 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 愛知県 市町村名 春日井市 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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 377               377                   -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座講師謝礼、講座用プロジェクター等購入 377               377                   

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費生活講座講師謝礼、市民講師用プロジェクター、棚、DVＤソフト

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 限られる予算で講師の謝礼が制限される中、市民講師を養成し、市内町内会、老人会を中心に講座を行った。

（強化） 新たに消費生活講座、市民講師を養成する講座を計7回追加する。また、講座用のプロジェクター、DVDソフト、整理用の棚を新規で購入する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,255          千円 前年度差 -44             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 377             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 3,299            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,632            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 相談業務に必要な情報収集を短期間で行い、相談員の負担を軽減するため、
PIO-NETの配備を行なう。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 5      

相談員総数 5      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口強化 400 400 ＬＡＮ設備工事、執務参考資料、事務用品購入、ＰＲパンフレット作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 尾張旭市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232262

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 1,117            919                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士と同席して相談会開催 140               140                   謝礼、多重債務相談ＰＲパンフレット作成

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

謝礼

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談日の増設（週３回から週４回） 192 192

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 100 100 啓発物品、パンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、材料費、参加者負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内外での研修への参加支援（２名） 285 87

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 県内と国民生活センターでの研修に参加（国民生活センター研修分２名２回）

（強化） 国民生活センター主催の研修参加を増やす（国民生活センター研修分２名５回）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） なし(啓発は市の広報誌、HPを主に利用して実施。インターネット環境はない。必要な相談用事務用品も確保できていない。)。

（強化）
新たに消費生活相談窓口ＰＲのためのパンフレット作成。インターネット検索ができるようにＬＡＮ整備工事を行う。ハンディーコピー、IC
レコーダーの購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談日を週３日開設

（強化） 消費生活相談日を週３日から週４日に増やす。出張相談日（年１回）を設ける。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし(啓発はHP等により実施しているが、今回強化する啓発事業は実施していない)。

（強化） 悪質商法被害防止のための啓発物品やパンフレットを市内全戸分作成し配布し、周知を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 司法書士と同席して相談会を1回開催する。

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,170          千円 前年度差 -172           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 919             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 3,342            千円

平成21年度の消費者行政予算 4,089            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      90               人時間／年 192                



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

③就労環境の向上

④その他 ○ インターネット検索ができるようにして、相談業務処理の向上を図る。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修参加数を増加する。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務用参考図書購入 10                 10                    図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 清須市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232335

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 320               320                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 相談窓口の周知と消費者被害防止のための啓発 310               310                   全戸を対象のチラシ作成・周知啓発経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 月刊誌の購入

（強化） 相談員の執務用参考図書を購入し相談機能の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報にて相談日の周知

（強化） 広報に加え、年に2回チラシを作成し全戸配布で相談日の周知を行い、うち1回は啓発を兼ねたものを作成。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 445             千円 前年度差 -31             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 320             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 476               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,255            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 相談時にパソコンを利用し、インターネット情報の収集がその場で行える。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター実施の研修旅費を支給する。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

執務参考資料・事務用備品の購入、窓口新設の周知チラシ作成

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口開設の周知 320               320                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 東郷町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

233021

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 440               440                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員謝礼

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 120               120                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化）
新たに消費生活相談窓口を開設し、参考図書、パソコン、プリンター等の事務用機器を整備、窓口設置の周知チラシを住民に配布し、
窓口新設を周知する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 窓口の新規開設にあたり、１名相談員を配置する(相談日　月2回、午前９時から正午。午後１時から午後４時)。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 141             千円 前年度差 -54             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 440             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 195               千円

平成21年度の消費者行政予算 581               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      72               人時間／年 120                



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

③就労環境の向上 ○ 参考図書の購入

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍、事務用機器の購入による相談窓口の設備充実 54                 54                    書籍購入費、事務用機器購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 長久手町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

233048

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 430               430                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法対策啓発のためのリーフレット全戸配布 320               320                   リーフレット購入・印刷製本費、広報紙折込費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県内および県外での研修への参加支援（1名） 56                 56                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存） 県内の研修へは自費負担、県外への研修へは不参加。

（強化）
県開催の県内で行われる研修参加に係る旅費および国民生活センター主催の県外で行われる消費生活相談員１名の研修参加に係る
旅費・研修費・教材費を負担する。

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 必要最低限の書籍・備品を配置。

（強化） 新たに多重債務相談関連の書籍を中心とした参考書籍の購入および本棚、パンフレットスタンド等の事務用機器を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 未実施。

（強化） 悪質商法対策の啓発として、リーフレットを広報に折り込み、全戸配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 928             千円 前年度差 -55             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 430             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 983               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,358            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 参考書籍・事務用機器の購入

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修参加のための旅費等を支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談員使用備品の購入 917               917                   備品費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 一宮市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232033

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 2,247            2,247                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 特別消費生活講座 1,220            1,220                委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の国センでの宿泊研修に参加 110               110                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 近隣の１日研修に相談員2名分の旅費を支援

（強化） 既存分以外に新たに国センの宿泊研修に「相談員2名」が参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 現在、相談を行っている相談室の机、イス等の備品は他所属からの借用品。

（強化） 事務用備品の購入(机、イス、パソコン、プロジェクター、スクリーン、光学マウス、接続ケーブル他)を設置する。

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 一般市民を対象に消費生活講座を毎月１回開催。参加者80人程度

（強化）
既存分の講座以外に大規模な会場で、多数の集客による「特別消費生活講座(１月～３月の間に１日開催予定。)」を開催。なお、ＰＲチ
ラシ、整理券も作成する予定。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,120          千円 前年度差 2,783          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,247          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 4,337            千円

平成21年度の消費者行政予算 9,367            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国セン開催の宿泊研修参加のための旅費を支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の機能強化 350               350                   機材・事務用機器の設置、執務参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 犬山市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232157

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 1,279            1,279                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル被害防止のための啓発 929               929                   高齢者・若者向けパンフレットの購入、啓発展示用パネルの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 機材・事務用機器としてパソコン・プリンタ・スタンプの設置なし

（強化） 機材・事務用機器としてパソコン・プリンタ・スタンプの設置、新たな執務参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座の参加者にパンフレット配布

（強化）
新たに高齢者(5000部)と若者向け(500部)の悪徳商法被害防止のためのパンフレットを購入、配布する。啓発展示用のパネルを購入
し、イベントに展示する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,431          千円 前年度差 285             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,279          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,146            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,710            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員報償金の向上を検討中

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室の改修、機材事務用機器の設置 800               800                   ネットワーク回線移設委託料、PC×3台・デジタルメモ1台

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 岩倉市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232289

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 907               907                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 研修参加支援経費 107               107                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 回線、パソコンもなし

（強化） ＬＡＮ配線工事を行なうとともにPC×3台・デジタルメモ1台パソコン設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 国民センター主催の研修に相談員２名の旅費を支給

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 932             千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 907             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 932               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,839            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他 ○ 情報機器を導入してリアルタイムの相談が可能になる

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 平成２１年度より相談員の研修参加の旅費を支援する

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費生活相談室における参考資料や各種備品の充実、
消費生活相談窓口周知

118               118                   
資料・各種備品の購入費（消費者六法5,460円×3冊）＋（その
他参考図書等4,500円×1式）、窓口周知クリアホルダー作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

都道府県名 愛知県 市町村名 半田市 自治体コード 232050

350                   -合計 - 350               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座等で使用する消費生活啓発パネルの作成、教材 137               137                   啓発用パネルの作成、暮らしの豆知識購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

県外研修への参加支援（２名） 95                 95                    

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 県外の研修には、毎年１名が参加

（強化） ３名の相談員全員が参加できるよう旅費を支援（県外２名分の支援）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活相談室用の参考図書は暮らしの豆知識、国・県のリーフレット

（強化）
消費生活相談室における参考資料や各種事務用品の充実　（消費者六法5,460円×3冊）＋（その他参考図書等4,500円×1式）、消費
生活相談室の情報をプリントしたクリアホルダー作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 平成２１年度は、消費生活講座１２回開催予定

（強化）
既存の消費生活講座等の内容を拡充するため、新規で消費生活啓発パネルの作成、消費生活情報誌「くらしの豆知識」（出前講座教
材用）300冊購入予定。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,995          千円 前年度差 -9               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 350             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 3,004            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,345            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県外の研修参加のための旅費を支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談員用のパソコン・パンフレットスタンドを相談室に設置
する。

225               225                   相談窓口の機能強化を図るための、機材・事務用機材設置費。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 常滑市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232165

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 619               619                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座開催、それに伴う教材等を購入。 376               376                   講師謝金、教材作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員の研修旅費。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の研修参加旅費の追加。 18                 18                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 研修旅費 　県内２回分措置

（強化） 新たに研修旅費　県内１７回措置

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消耗品費２千円のみ

（強化） 新規で相談員用のパソコン1台とパンフレットスタンドを相談室の前に1台設置する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座　7回　　消耗品　61千円

（強化） 消費生活講座　3回追加。新たにくらしの豆知識300冊(消費生活講座の教材)購入、悪徳撃退シール2,000枚・リーフレット各戸配布
17,000部

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 629             千円 前年度差 -45             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 619             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 674               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,248            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 平成２１年度予算では、旅費４千円のみであった。今後、相談員が要望する研修は参加させたい。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦ 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談を強化するための情報提供環境の整備 429 429
参考図書、備品（フロアケース／シュレッダー）、パソコン、プリン
タ、接続工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232092 平成

対象経費

21 年度都道府県名 愛知県 市町村名 碧南市 自治体コード

-合計 - 435               435                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費（名古屋市）　2,750円×2回＝5,500円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費生活相談員の研修参加旅費の支給 6 6

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員1名の研修参加時の旅費を支給する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 商工課では消費生活相談未実施（碧南市は市民課で消費生活相談を行っていたが、今年度から商工課でも実施）。

（強化） 消費生活相談を強化するための情報提供環境を整備するため、参考図書、備品（フロアケース／シュレッダー）、パソコン、プリンタ、接続工事等を行う。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,076          千円 前年度差 299             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 435             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 777               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,511            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 参考図書・備品等の購入により、環境を整備をする。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援する。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室拡充のため(平成21年度10月以降に導入予定) 330               330                   事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 刈谷市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232106

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 404               404                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座の教材として(しらしの豆知識の購入240冊)@290円 74                 74                    消費生活講座の教材費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 職員の事務用パソコンを相談日に臨時で貸与している。

（強化） 相談員専用のパソコンを設置し、相談内容の記録や情報収集を行うことにより相談内容の充実を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者・若者等向け一般の悪徳商法などの被害防止のためのパンフレットを作成し、消費生活講座を開設(年3回)

（強化） 消費生活講座の教材としてくらしの豆知識を購入。一般向け、年3回、240冊

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 646             千円 前年度差 -152           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 404             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 0 千円

平成20年度の消費者行政予算 798 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,050 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 備品の購入により、環境を整備する。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3 人 平成21年度末予定 相談員数 7

相談員総数 7      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

参考図書購入費用

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談に関する参考図書の購入 18                 18                    

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 安城市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232122

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 850               850                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活相談窓口の周知及び消費生活講演会の開催 821               821                   啓発チラシ広報折込配布、講演会場借上料及び講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費生活相談員の専門的研修への参加機会の拡大 11                 11                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 研修参加費用（１０回分）

（強化） レベルアップを図るため、研修参加費用を5回分追加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 相談室には、消費生活相談員用の専門的な参考図書が未設置

（強化） 相談の内容が複雑多岐にわたるため、専門的な参考図書を相談室に設置

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活団体による消費生活展の開催

（強化） 悪徳商法等の被害防止を図るためチラシを作成し消費生活相談の窓口を記載して広報紙に折込し全戸配布、消費生活講演会の開催

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,689          千円 前年度差 -1               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 850             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,690            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,539            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ インターネット接続環境の整備、参考図書の設置

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の増加

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能強化 306               306                   情報関連機器の整備、執務参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 西尾市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232131

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 935               935                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 629               629                   啓発パンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） インターネット環境・消費者六法などがない相談室で消費生活相談を実施

（強化） パソコン・プリンターを購入しインターネットを接続　消費者六法、法ニュースを購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市の広報で消費生活相談を案内

（強化） 高齢者向けの消費者啓発パンフレットを作成し、全世帯に配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,054          千円 前年度差 428             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 935             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 626               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,989            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ パソコン（インターネット接続）を設置、参考図書を購入

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
情報収集検索用にインタネットができるようにする。
執務参考資料等の整備・収納場所の確保

504 436
パソコン・プリンターの購入、インターネット接続工事
消費者六法等及び事務用ワゴンの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 知立市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232254

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 504               436                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） インターネット環境、参考図書、整理棚がない相談コーナー１室。

（強化） 相談員がインターネットを利用して情報収集・検索ができるようにする。
執務参考資料等を購入し相談の参考とする。その収納場所を確保する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 444             千円 前年度差 16               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 436             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 428               千円

平成21年度の消費者行政予算 880               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上 ○ 参考図書・備品等の購入により、環境を整備する。

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料の購入 100 100 参考図書の拡充、法規書籍の拡充

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 豊田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232114

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 2,044            580                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,587            450                   高齢者、若者向けのパンフレットの購入、移動講座資料の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加支援(1名)

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の県外研修への参加支援 357               30                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 県外研修に７回参加。

（強化） 新たに講師養成講座への旅費の支援(現在実施していないため新規事業。1名を予定)

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし。図書、資料誌、法規書籍が既存のまま

（強化） 法規書籍の改訂版の購入、関係書籍の購入(法規書籍及び関係書籍について、相談員全員に配布。７人の相談員のうち６人分を購入) 

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪徳商法被害防止の高齢者、若者向けパンフレットの購入。

（強化）
消費者被害防止用の新たな高齢者、出前講座等に使用する若者向けパンフレット作成(増刷)。移動消費者講座(30回/年、合併町村地
域)のリーフレット及び啓発グッズ(消費生活センターの連絡先入りのマグネットを予定)購入。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34,007         千円 前年度差 -3,287         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 580             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 37,294           千円

平成21年度の消費者行政予算 34,587           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他 ○ 交通費等の費用弁償

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県外研修会に参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 8      人 平成21年度末予定 相談員数 7      

相談員総数 7      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 8      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談参考図書購入、窓口周知の啓発 217 217
相談員の能力向上に資する図書購入費、消費生活相談窓口
周知に関するパンフレットの作成。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 三好町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235211

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 375               375                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員人件費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の増日 158               158                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談員個人所有の参考図書を使用。

（強化）
最新の消費者問題に対応できるよう、また、相談員の能力向上のため最近刊行された参考図書を購入する。新たに消費生活相談の窓
口や対象としている相談内容を周知するパンフレットを作成する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 毎週月曜日午前中に消費生活相談を実施。

（強化） 現在の月曜日の午前中に加え水曜日の午前中にも消費生活相談窓口を開設する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,011          千円 前年度差 75               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 375             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 936               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,386            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      75               人時間／年 158                



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

③就労環境の向上

④その他 ○ 相談に必要な参考図書を購入する。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県及び国民生活センターが実施する研修にかかる旅費、研修費、教材費を支援。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 新城市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232211

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 555               555                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための講演会開催と啓発活動 457 457 講師謝礼・講演会資料購入費・リーフレット印刷費・会場借上料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費及び研修負担金（国民生活センター主催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費者行政に従事する者が研修に参加するための支援 98 98

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 消費者行政担当者の自費による参加。

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップのため、月１回年６回程度参加できるよう旅費・負担金を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県等実施の消費者講座の各種団体への斡旋。

（強化） 新たに消費者被害防止のためのリーフレットの作成。新規に消費者教育のための講演会開催（１回）とイベント等での啓発（１回）実施。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 189             千円 前年度差 -29             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 555             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 218               千円

平成21年度の消費者行政予算 744               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・負担金

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の拡充 100               100                   相談窓口のＰＲ、参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 設楽町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235610

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 140               140                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法被害防止啓発や相談先の周知 40                 40                    チラシ・小冊子作成等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談があった場合は、県の消費生活センターに対応を依頼していた。

（強化） 消費生活相談窓口看板による窓口周知を行うとともに参考図書等を購入し、相談体制を確立する。　

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 相談窓口の周知と、消費者トラブル事例等に関する小冊子・チラシ(500部予定)を住民に提供し、被害の未然防止に努める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 -21             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 140             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 21                 千円

平成21年度の消費者行政予算 140               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

 

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員の参考資料購入、相談先の周知 955               955                   図書(4冊)、窓口周知マイバック（１６００枚）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）    

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 東栄町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235628

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 1,202            1,202                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）     

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法被害防止啓発や相談先の周知 158               158                   回覧用袋購入(２２０枚）・広報紙記載(３回）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費(仙台1回分・名古屋５回分）)　

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費者相談を受ける職員の研修会への参加支援 89                 89                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし

（強化） 相談研修会への参加支援（1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 既存の資料なし。相談があった場合は、県の消費生活センターに連絡して対応を県に引き継いでいた。

（強化） 相談員資料購入（図書4冊）、困った時に直ぐ相談できるよう相談先を記載したマイバック配布

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）  

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のため、注意を記載した回覧袋や町広報紙により広報

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）  

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,202          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,202            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援  

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

参考資料の購入。窓口新設にかかる広報。プリンタの設置等。
窓口新設を周知するキッチンはさみの作成。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
相談窓口の開設。
窓口新設に係る住民への広報・周知。

460               454                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 豊根村 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235636

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 959               921                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質な訪問販売等の防止のための啓発。 482               451                   悪質な訪問販売等の防止のためのエコバック・撃退シールの作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員研修。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 研修への参加。 17                 16                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） なし。

（強化） 相談内容の充実を図るため、担当職員（１名）を年２回研修へ参加。

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし。

（強化）
窓口を新設し、プリンタ等の必要な事務用機器を整備するとともに、消費者被害の未然防止マグネットケース付きキッチンはさみ（ケース
部分に窓口等周知する）を600個全戸に配布する等の啓発等を行い、住民への窓口周知を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化）
高齢者を狙う悪質は訪問販売の被害防止を呼びかけ、住民の意識レベルの向上を行なうため、相談窓口等を周知するエコバック・撃退
シールを作成し全戸に配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 38               千円 前年度差 8                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 921             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 30                 千円

平成21年度の消費者行政予算 959               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室の一部増設 1,079            1,079                
機材・事務用機器の設置1,070千円（平成２１年度のみ）、執務
参考資料購入9千円

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 豊橋市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232017

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 2,089            2,089                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座用機器等の購入費 308               308                   相談員による出前講座用視聴覚機器等購入（平成２１年度のみ）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

有資格者相談員（国民生活センター　@30,870円×1名×2回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士活用経費（委託料） 640               640                   水曜日（8月から3月）の13時～16時の電話相談＠20,000円×32日

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） 相談員の国民生活センター等への研修参加支援（2名） 62                 62                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） H20年度は消費生活相談員研修・特定テーマ講座10/30～31（相模原市　国民生活センター）参加。

（強化） 新たに国民生活センターでの研修等には、費用弁償（旅費）により参加できるよう支援（１名×2回）

（既存） なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活相談室1室

（強化）
消費生活相談室1室を2室に増やすことに伴う事務用機器(机・椅子・ロッカー等25点)の設置（平成２１年度のみ）、執務参考図書等の購
入

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市民向けの出前講座は、資料（くらしの豆知識等）による講座である。

（強化）
市民向けの出前講座等の内容をより一層分かりやすいものとするため、プロジェクター・スクリーン等3点を購入し、わかりやすい教育・啓
発事業を実施する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に係る相談員と弁護士との電話相談ホットラインの構築



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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,026          千円 前年度差 -288           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,089          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 7,314            千円

平成21年度の消費者行政予算 9,115            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター（相模原）への消費生活相談員専門・事例講座の研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 7      

相談員総数 7      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費生活相談等の拡充（平成２２年度中消費生活セン
ター開設予定）

857 857 
事務用備品(プロジェクター・スクリーン・パソコン、DVDプレー
ヤー等十数点の備品購入(出前講座兼用品も含む))、書籍購入
等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 豊川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232076

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 2,865            2,865                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談窓口拡充分（２０年度と２１年度の比較）の相談員人件費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の報酬等拡充分 1,614 1,614 

三河繊維技術センター（検査手数料）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 クリーニングに係る検査経費 30 30 

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発等 326 326 悪質商法被害防止のための出前講座の新聞広告経費・教材購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センターの研修参加のための旅費等支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 消費生活相談員の研修参加のための旅費等支援。 38 38 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 相談員の県外研修なし

（強化） 相談員の国民生活センター（県外）の研修参加のための旅費支援(１人１回を予定)。

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談窓口を週２日（有資格者は１日）

（強化）
相談窓口を週２日より週５日に拡充　５日間有資格者で対応するため、新たにプロジェクター・スクリーン・パソコン、DVDプレーヤー等十
数点の備品購入。学習のための新規書籍購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月曜日（４時間）、金曜日（６時間）の相談窓口、有資格者は金曜日のみ

（強化） 月～金曜日（６時間）の相談窓口　有資格者を市の嘱託員として常勤化する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 愛知県産業技術研究所　三河繊維技術センター（蒲郡市）　クリーニングに係る検査実施

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者に対する悪質商法被害防止の出前講座開催（講師は職員であるため平成20年度予算は0千円。)、教材は無料で入手できるもののみを使用。

（強化） 年齢、団体を問わず悪質商法被害防止の出前講座開催するため、新聞広告により周知を行なう。教材も購入し講座内容を充実する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,434          千円 前年度差 833             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,865          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,601            千円

平成21年度の消費者行政予算 5,299            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      732             人時間／年 1,614              



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 今までは、有資格者と無資格者がいたが、有資格者のみ雇い、相談日も増やし、単価もアッ

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加のための旅費等支援。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
・執務参考資料購入
・市民を対象に消費生活相談窓口の周知を行うため、市
の相談窓口入りの啓発品を配布する。

3,017            3,008                相談員参考資料購入及び啓発品配布

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

市町村名 田原市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232319

事業の概要

21 年度都道府県名 愛知県

-合計 - 3,852            3,713                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による法律相談の開催 198               198                   弁護士謝礼

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
・中学生を対象とした消費者教育
・市民を対象とした食の安全に関する講演会の開催及び
啓発

400               400                   講演会及び啓発品配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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） 相談員の研修への参加支援 237               107                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
（既存） 市が費用弁償で旅費を支給している（年２回）。

（強化） 前年度以外の研修会にも参加させるため費用弁償で旅費を支給する（年４回）。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 年１冊程度の参考資料を購入している。

（強化）
多くの参考資料を購入し、相談員のレベルアップを図る。また、市民を対象に消費生活相談窓口の周知を行うため、市の相談窓口入り
の啓発品を5,000個配布する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者生活講座を年９回開催している。

（強化） 新たに中学生(３年生)を対象とした情報端末の普及に伴う消費者トラブル等の講座開催予定、市民を対象とした食の安全に関する講演会の開催。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化）
新たに弁護士による法律相談の開催を行う。消費生活相談員立会で実施。ただし、相談者が拒否した場合は、書類又は相談後の相談
員レクチャーにより相談員への知識が波及する仕組で実施。

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 659             千円 前年度差 -50             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,713          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 709               千円

平成21年度の消費者行政予算 4,372            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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

研修会参加のための旅費を支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 5      うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定

相談員総数 5      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定


