
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）

182010

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

4,106            ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業経費事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 福井県 市町村名 福井市

消費者センターの機能拡充 4,106                

自治体コード 年度

⑥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（研修開催）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21

相談室の整備、センター内の備品購入

謝金　8月後半～3月　月2回　（30千円×15回）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

546                   

弁護士と連携した相談窓口の開設

消費者被害防止のための啓発強化 1,443                

450               

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

-

食品表示・安全に関する啓発強化（センターに関係書籍
の備付他）

合計 7,500                7,500            

955               955                   

消費者被害防止チラシ、リーフレットの作成、啓発講座の開催に係る謝礼

450                   

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）

-

546               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員（4名）の県外研修の参加支援

1,443            

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費、研修費等

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）

書籍の充実及び講演会の開催



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

なし

消費生活相談員の県外研修（各消費生活相談員が隔年で参加）

消費生活相談員の県外研修参加を支援

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）

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）

（既存）

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）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） カセットデッキ、書籍

（強化） 弁護士相談室の設置及び既存相談室の改修、消費生活相談員用OA機器・机等の設置、センター内備品の充実（書架、パンフレットラック、会議用テーブル等）

（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

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）

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

消費者センター内に関係書籍の備付及び専門家の活用（講演会）

なし

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

なし

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

平成17年に契約に関するガイドブックを作成

（既存）

（強化）

消費者被害防止リーフレット（全戸配布、100,000部）・チラシ等の作成、寸劇による啓発講座（7回）の開催

⑭商品テスト強化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化） 弁護士を毎月2回3時間活用

⑫食品表示・安全機能強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

（強化）
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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人日

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

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

人時間／年

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

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）対象経費

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

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

千円

追加的総費用

千円 千円前年度差 -440           12,804         

千円

13,244           

20,304           

7,500          

千円

-                  千円



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      人相談員総数4      人

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成20年度末

相談員数

-      

4      

-      

-      

4      

-      

人

人

人

相談員数

相談員数平成20年度末うち常勤職員の相談員 平成21年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末予定

相談員数平成20年度末

相談員総数

平成20年度末

○

処遇改善の取組

県外研修参加のための旅費の支援

①報酬の向上

具体的内容

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

都道府県名 福井県 市町村名 敦賀市 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

自治体コード 182028 平成 21

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）

事務所の整備、事務用品機器の設置、電光表示看板の設置等

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） 消費者センターの設置に伴う相談業務の充実 2,916 2,916

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（1名） 382 382 旅費等

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 相談員の県内外での研修の参加支援 46 46 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）

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

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）

高齢者・若者向けのパンフレット作成、出前講座

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 494 494

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談業務の迅速を図る 1,362            1,190                相談件数の増加対応、　ＰＩＯ－ＮＥＴ入力、報酬・社会保険料

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 5,200            5,028                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 生活安全課内に相談窓口を設置。相談室2室に修繕。市民教室や出前講座等に使用するプロジェクター他の機器がない。

（強化） 敦賀市消費者センターに名称を変更し、生活安全課内にセンターを設置。相談業務の充実を図る。相談室を3室にする。備品の整備及びセンターのＰＲをするため電光表示看板（工事請負）の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担える者を1名養成するために、実務的研修に参加。（県主催の座学研修3日、県の実地研修5日、市の実地研修42日）

（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）
（既存） 県内外の研修に参加（５回）

（強化） 研修に参加して相談窓口を充実したものにするため、相談員及び相談業務に従事する一般職員の旅費及び参加費を負担（１０回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座の開催（公民館で高齢者向けに、国、県等から送付されたパンフレットを持参して開催）

（強化） 高齢者・若者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成。出前講座の開催。（高齢者のほか、中学生、高校生向けの出前講座の開催）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名で相談業務及びＰＩＯ－ＮＥＴの入力を担当

（強化） 相談件数の増加やＰＩＯ－ＮＥＴの入力業務等の増加が見込まれるため、相談員を1名増員（平成21年4月1日）　



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1 人

年間研修総日数 50 人日

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,080          人時間／年 1,190              

平成20年度の消費者行政予算 6,100 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,028          千円

平成21年度の消費者行政予算 13,388 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,360          千円 前年度差 2,260          千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 3 人

3      人

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

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 県の研修参加の旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 小浜市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182044 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の新設 3,433            3,433                相談室の設置、事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

737               737                   

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）

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） 相談員養成の実務的研修への参加

502               502                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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

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）

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 1,094            1,094                高齢者向けパンフレットの作成、悪質商法被害防止のための出前講座の実施、啓発用機器購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

992               880                   

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

非常勤職員の報酬、社会保険料他

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２名を増員する

6,758            6,646                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口を本課に併設

（強化） 新たに消費生活相談室を開設。本課に相談室を設置、机、椅子、書庫等購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 新たに消費生活相談を担える者を養成するために実務的研修に参加（座学研修３日、実地研修県５日　市４２日）

（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）
（既存） 国民生活センターや県開催の研修には不参加

（強化） 国民生活センター開催の研修（福井市・大阪市・相模原市　３名のべ３８日）や県開催の研修（福井市５名のべ１６回）に相談員や担当職員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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広域ネットワーク支援事業でパンフレット等作成。

（強化） 新たに高齢者向けの悪質商法被害防止のためのパンフレット等を作成。振り込め詐欺や悪質商法被害防止にむけた出前講座や研修会を開催。啓発用視聴覚機器購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 常勤職員１名兼務

（強化） 相談員２名を増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴを設置し、相談事案の早期入力の実施によって、事務を効率的に推進する。平成21年4月1日から



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 2      人

年間研修総日数 100   人日

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      1,320          人時間／年 880                

平成20年度の消費者行政予算 266               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,646          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,212            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 93                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,566          千円 前年度差 1,300          千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 昨年度までは研修参加旅費はなかったが、今年は旅費を支援することとした。

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 大野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182052 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センターパソコンハードディスク整備 21                 21                    備品購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

477               477                   

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）

研修旅費・報酬・社会保険料

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） 相談員実務研修等参加（1名）

291               291                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 消費生活相談員養成講座等受講（1名）・PIO－NETシステム操作研修（2名）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育・啓発 254               254                   教材の作成・緊急チラシ作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,025            1,472                

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

報酬・社会保険料

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（１名）

3,068            2,515                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター用パソコン内のハードディスクにデータを保存。

（強化） センターパソコンのデータ保存用としてハードディスクを整備する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担うことができる者を１名養成するための実務研修に参加（座学研修３日、実地研修４７日）

（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）
（既存） 県内関係機関が主催する研修会に参加

（強化） 新たに相談員を雇用し、資格取得のための研修に参加する旅費等を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広域連絡会でオリジナルティッシュや悪質訪問販売断りシール、講座用リーフレットの配布や啓発パネルを作成し、啓発活動を行い、市ホームページで広報周知を図った。

（強化） 新たに高齢者向けの教材（カルタ等）を作成する。各地区・団体・小中学校・社会福祉協議会に呼び掛けて講座を実施する。緊急チラシを作成する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 常勤職員が相談業務等に対応。

（強化） 消費者庁創設に伴い増大する事務を円滑に実施するため、PIO-NET入力期間短縮等を図るため５月１日より相談員１名を配置する。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      951             人時間／年 1,472              

平成20年度の消費者行政予算 888               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,515          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,521            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,006          千円 前年度差 118             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 相談員としての資格取得のための研修・県主催研修・PIO-NET操作研修のための旅

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 勝山市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182061 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センターの拡充 1,210            1,210                事務所の改修、事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

237               237                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士と連携した相談の実施 225               225                   弁護士謝礼

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(県外)研修の参加

255               255                   

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）

バス代　講師料

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 730               730                   パンフレット、啓発ジャンバー等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の表示や安全性に関し施設の視察研修や講演会の開催

823               738                   

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

相談員増員分の報酬、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員１名増員

3,480            3,395                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室はあるが、冷暖房設備がなく床もとても冷たい感じがする。また、ドアで車いすの人ははいりにくい。相談に対応する事務用機器等の整備が必要

（強化） エアコン取付、床張り替え、ドアを引き戸にするなど相談室の改修をする。また事務用機器(パソコン、机、いす、キャビネット等)の設置をする

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存） なし

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） 相談員のレベルアップを図るため、研修に参加（旅費及び日当の支給）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員がより高度な相談に対応できるよう、月1回弁護士を活用した相談会の開催

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者を対象とした出前講座を実施。悪質被害防止キャンペーンの開催

（強化） 出前講座にてパンフレットや啓発用品を配布。キャンペーン時に啓発ジャンパーを着用し啓発用品等の配布をして啓発活動

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 奥越地区消費者行政連絡会にて工場見学を実施

（強化） 市単独で(人数は倍となる）食品の表示や安全性に関した施設の視察を実施及び講座等の開催

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名

（強化） 平成21年10月より相談員1名を増員し、PIO-NETの早期入力、出前講座の充実を図る



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      960             人時間／年 738                

平成20年度の消費者行政予算 2,883            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,395          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,914            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,519          千円 前年度差 -364           千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ レベルアップのため研修参加旅費等支給

③就労環境の向上 ○ 相談室の充実

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 鯖江市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182079 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 鯖江市消費者センター部屋設置 3,512            3,512                
事務用機器・備品購入、消費者センター部屋改修、案内板作
成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

48                 48                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修参加の回数を増やし、すべての旅費を支援

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） 相談員の研修への参加支援

951               951                   

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）

食品表示に係る研修会（講師謝礼、パンフレット作成、パネル
看板等、資料作成）

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 805               805                   
消費者講座開催、各種啓発グッズ購入、啓発用機器購入、啓
発チラシ印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業
食品の安全に対する市民意識の向上を図る講習会の開
催、啓発用パネルの作成、啓発用パンフレットの作成

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

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

5,316            5,316                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 2階の本課に併設

（強化） 1階に専用の相談室を設置（壁紙の張替え、電気設備の改修、相談室整備、表示板作成、事務用機器・備品購入)

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存） 一部の研修に自費参加

（強化） 研修参加回数を増やし、すべての旅費を支援（２人×３回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各種パンフレット購入のみ

（強化） 各種パンフレットに加え各種啓発グッズ（各地区に配布の啓発用バッグ、啓発用回覧板）購入・映像による啓発（出前講座等で使用するパソコン・プロジェクター等購入）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示に係る研修会（講演、パンフレット作成、パネル看板等、資料作成）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 6,682 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,316          千円

平成21年度の消費者行政予算 12,433 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,117          千円 前年度差 435             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

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

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費・負担金を支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 新たに消費生活相談に関する資格を取得した職員の処遇改善



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）

都道府県名 市町村名 あわら市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182087 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能の強化 82 82 案内板の作製、図書等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

32                 32                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

研修参加旅費

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） PIO-NET研修・相談カード作成研修参加

35 35

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）

講師謝礼

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 675 675 ポスター・標語を募集し、優秀作品で啓発品（エコバッグ等）を作製。パンフレット作成　街頭啓発（エコバッグ、たすき作成）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に係る体験教室を開催

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

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

824               824                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 案内板がなくわかりにくい。相談に対応するための参考図書等が整備されていない。

（強化） 案内板の作製、図書等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存） なし

（強化） PIO-NET研修・相談カード作成研修参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発リーフレット等をセンター窓口に配備。街頭啓発、出前講座の実施。

（強化） 小中学生等を対象にしたポスター・標語を募集し、優秀作品を利用し消費者被害防止のための啓発を実施。消費者保護のための街頭啓発。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に係る体験教室を開催(年５回　児童クラブ対象)

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 170               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 824             千円

平成21年度の消費者行政予算 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 97               千円 前年度差 -73             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 越前市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182095 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センター相談室の増設改修等 2,550            2,550                相談室の増設改修、事務用機器の設置、執務参考資料の購入、案内用リーフレット及びポケットティシュ作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

380               380                   

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）

研修参加支援【座学研修3日・実地研修（県センター5日・市センター42日）】

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） 相談員養成の実務的研修への参加（1名）

160               160                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費、研修費、教材費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 高度な相談に対する相談員への専門有識者の活用 90                 90                    弁護士への謝金、旅費等

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（２名）

200               200                   

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）

講師謝金、講師旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パネルシアター上演、消費者講座の開催等 730               730                   講師謝金、リーフレット作成等

⑫食品表示・安全機能強化事業 市民向け食品表示等消費者講演会の開催等

740               740                   

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

非常勤職員（1名）の増員　　賃金650  共済費90

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 消費者庁創設等に伴う業務量の増に対する人的体制の整備

4,850            4,850                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室1室

（強化） 相談室2室及び消費者研修室、情報機器（パソコン・プリンター・デジカメ・苦情食品一時保冷庫等）の整備、センター案内リーフレット及びポケットティッシュ作成等

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担える者1名を養成するために実務的研修に参加　年間研修日数50日【座学研修3日・実地研修47日（県センター5日・市センター42日）】

（既存） 専門性が問われる内容の相談に対しては 処理不能や後日問合せ後対応

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） 相談員の研修は自費で参加

（強化） 相談員2名を研修に参加（国セン専門事例研修2人×3回等）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 専門性が問われる内容の相談に対しては、処理不能や後日問合せ後対応

（強化） 専門性が問われる相談に対して、相談員が専門家のアドバイスを受け対応（半年40回程度）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県等からのパンフレット、講師の派遣による消費者出前講座の開催

（強化） 消費者啓発の強化（消費者グループによる出前講座及びパネルシアターの実施、悪質商法啓発用リーフレット等の作成）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全機能に係る消費者啓発の強化（地元大学の教師等による食品表示に関する消費者講演会の開催）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名で対応

（強化） 消費者庁創設等に伴い増大する業務を円滑に推進するため、非常勤職員（1名）を雇用（平成２１年１１月９日から）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      665             人時間／年 740                

平成20年度の消費者行政予算 10,103           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,850          千円

平成21年度の消費者行政予算 15,431           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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,581         千円 前年度差 478             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

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

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 資格取得後は、報酬を向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県が主催する専門研修に参加（相談員2人×3回等）

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 坂井市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182109 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 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センターの拡充（平成２１年４月専門相談員配置） 1,869 1,869 事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

462 462

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）

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） 相談員養成の実務的研修への参加（１名）

170 170

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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（１名）、担当職員（１名）の研修への参加支援

103 103

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）

啓発教室開催、イベント時啓発（健康フェア等のパネル展示会、啓発物配布）

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 1,723 1,723
消費者教育のためのパンフレット作成、被害防止の為の啓発用パンフレットの作成（子供、一
般、高齢者を対象）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全に関する啓発

1,460            1,284                

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

専門相談員を１名配置（４月から）。ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、データ入力をする。７月から賃金、社会保険料、費用弁償

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 PIO-NETへのデータ入力事務

5,787            5,611                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費者センターを本課に併設。専門相談員を配置していなかった為、電算機器や事務備品等は設置していなかった。

（強化） 専門相談員を配置　事務用機器の設置（パソコン、プロジェクター、スクリーン、ビデオデッキ、デジタルカメラ、事務机、椅子、パソコン台、パソコン用椅子、台車、パンフレットラック、書類棚、パネル掲示板、相談者用机、相談者用椅子等）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 新たに相談を担える者を１名養成するために実務的研修に参加　研修参加支援（座学研修３日、県センター実地研修５日、市センター実地研修４２日）

（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）
（既存） なし。

（強化） 研修に相談員１名、担当職員１名を参加できるよう旅費（国民生活センター研修等）を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 坂井地区広域消費者行政推進委員会で国民生活センターや相談員協会のパンフレットを啓発用チラシとして使用。トラブル防止教室を県センターの相談員に講師派遣依頼をして行っていた。各消費者団体による啓発活動。

（強化） 消費者教育や被害防止のための啓発パンフレットを作成（子供、一般、高齢者を対象）。出前講座（市の相談員が講座をする）。消費者団体連絡協議会を発足し、各団体が連携して、様々な消費者啓発の活動に取り組む（食
の安全･安心、暮らしの安全・安心）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発教室開催（５回程度、子供、一般、親子等を対象にした教室）時、講師謝礼、啓発用品。イベント時啓発（健康フェア等のパネル展示会、啓発物配布）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 行政職員が相談を担当。

（強化） 専門相談員を４月から配置し、相談を迅速に対応する。また、ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、データー入力をする。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,080          人時間／年 1,284              

平成20年度の消費者行政予算 316               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,611          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,165            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 554             千円 前年度差 238             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

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 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援、県外研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 永平寺町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

183229 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 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 常設相談所の開設 800               800                   事務所の改修、事務用機器の整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

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 1,660            1,660                消費講演会・安全安心食品の講習会・啓発寸劇に係る講師謝礼及びパンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

2,520            2,520                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出張相談事業による相談強化 60                 60                    弁護士、司法書士特別出前相談所の謝礼

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専用相談室がなく、相談を受けていた。

（強化） 庁舎内に専用の相談室を開設し、事務用機器を整備する（プロジェクター・スクリーン機器セット）　

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者委員が簡単な寸劇等により啓発活動を行った

（強化） 消費者問題の講演会2回、安全安心食品講習会５回、高齢者を対象とした研修会３回

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

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） 弁護士、司法書士を活用した特別出前相談所の開設２回

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 249               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,520          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,520            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 -249           千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 池田町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

183822 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 事業の概要

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）

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

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 218               218                   高齢者向けチラシの作成・配付、および啓発物の作成・配付

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

218               218                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 南越地区消費者行政連絡会で啓発物を作成。老人クラブ向けに講座を開催。

（強化） 消費者被害の未然防止のための啓発物作成（高齢者対象の啓発用タオル、チラシ）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 86                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 218             千円

平成21年度の消費者行政予算 228               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               千円 前年度差 -76             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

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 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 南越前町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

184047 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 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 「消費者相談窓口」インフォメーションスタンド設置 65                 65                    インフォメーションスタンド　３台（本庁、今庄・河野総合事務所）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

8                  8                      

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

相談員養成講座受講旅費、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） 消費者行政担当者の研修参加支援

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の拡充 587               587                   悪徳商法被害防止啓発用紙芝居作成、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

660               660                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 担当職員がいるだけで、窓口周知の案内がない

（強化） 相談窓口を周知させるために、案内看板を設置する

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存） 費用のかかる研修会には参加していない

（強化） 相談員の県内研修会への参加支援を強化

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発用パンフレット等を配布する程度である

（強化） 悪徳商法被害防止のためのオリジナル紙芝居を作成し、消費者教育・啓発活動に活用

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 161               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660             千円

平成21年度の消費者行政予算 779               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 119             千円 前年度差 -42             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

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 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 越前町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

184233 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 事業の概要

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）

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拡充 6                  6                      参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止を中心とした啓発事業 190               190                   被害防止教室の開催・パンフレット・リーフレットの配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

196               196                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 図書未購入

（強化） 相談者への対応レベルアップのための図書等を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費相談窓口にパンフレット設置啓発

（強化）
被害防止の為、町の相談窓口が記載されているパンフレットを新たに作成し、防止教室開催時等に配布し、住民への啓発を図る。
被害が多い高齢者を対象としたトラブル防止教室の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 221               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 196             千円

平成21年度の消費者行政予算 196               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 -221           千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 -      人

4      人

相談員数 4      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 美浜町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

18442 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 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談用参考図書等購入経費 9 9 参考図書等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

7 7

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 職員の県内での研修参加支援（１名）

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）

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・講座 114 114 啓発チラシ・物品の作成・配布。啓発講座開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

130               130                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活センターに電話で相談しながら対応していた。

（強化） 消費生活相談用参考図書等を購入し、相談窓口のレベルアップを図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存） 予算がなくて、研修に参加できていなかった。

（強化） 職員が県内での研修に５～１０回程度参加し、レベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 行政チャンネル等で消費者被害防止を呼びかけていた。

（強化） 悪質商法啓発チラシ・多重債務チラシ・啓発物品（ティッシュペーパー・ボールペン等）の作成。啓発講座（民生委員対象）の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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 -                    

平成20年度の消費者行政予算 273               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             千円

平成21年度の消費者行政予算 389               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 259             千円 前年度差 -14             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 -      人

1      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 高浜町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

184811 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 事業の概要

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）

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 19                 19                    参考資料等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

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、研修会の実施 126               126                   啓発パンフレット作成、消費者被害防止研修会講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

145               145                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 担当課において消費者相談対応

（強化） 消費生活参考図書、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）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発グッズ等を配布（嶺南消費者行政連絡会）

（強化） 高齢者向け消費者被害防止パンフレット(2,000部)等を作成し敬老会開催時に配布する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 133               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 145             千円

平成21年度の消費者行政予算 278               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 133             千円 前年度差 -                千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

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 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 おおい町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

184837 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 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口における機能強化のための事務用機器等の整備 50                 50                    ﾎﾞｲｽﾚｺｰﾀﾞｰ・参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

45                 45                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 県内での研修会に参加

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）

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活動 98                 98                    パンフレット等の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

193               193                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談受付における充実した対応のための機器(ﾎﾞｲｽﾚｺｰﾀﾞｰ）・参考図書の不足

（強化） 相談受付対応の強化充実のため機器・参考図書を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存） なし

（強化） 県内で開催される研修会に相談受付者（一般職員）を年６回参加できるように旅費を計上

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 嶺南広域消費者協議会等の作成による啓発用パンフを利用していた

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット等を作成し、広く町民に啓発活動（2回）を実施し、特に高齢者のグループへ説明会（1回）を開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 301               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 193             千円

平成21年度の消費者行政予算 888               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 695             千円 前年度差 394             千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

都道府県名 福井県 市町村名 若狭町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

185019 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 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口担当者のレベルアップのための執務参考資料充実 100 100 執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止広報資料の作成・配布 294 294 消費者教育・啓発のためのチラシ、パンフレット等の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

394               394                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活関連法解説書などで、自己研修

（強化） 相談対応マニュアル等を整備充実し資質向上を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 嶺南地区消費者行政連絡会が作成したパンフレットを利用し、行事等の機会を利用して広報啓発活動を実施

（強化） 若年層向け、高齢者向けパンフレットを作成し、成人式や老人クラブ行事等の機会を利用して広報活動を展開する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

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

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

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

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

平成20年度の消費者行政予算 121               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 394             千円

平成21年度の消費者行政予算 519               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 125             千円 前年度差 4                千円



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

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 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


