
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）

21

①書籍３００千円、②展示台３００千円、パネル１０５千円、③電
話回線設定変更４０千円、④パソコン、プロジェクターなど機器
一式７００千円

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

1,445                

平成

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

都道府県名 岐阜県 市町村名 自治体コード岐阜市

事業名

①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書などの整
備、②展示コーナー拡充、③相談の電話を一旦切ること
なく直接に保健所に転送できるように、電話回線の設定
変更、④事務機器の充実

事業経費

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）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

1,686            ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度212016

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

900                   

①授業など中学校と協働し、中学生を対象とする啓発、
②消費生活展の開催（年4回）などによる市民に対する広
報、③一般公募の消費者モニターを賢い消費者に育成
するため、消費生活に関する市外の施設見学をする。

4,682                

522               

900               

旅費、受講料

4,987            

①リーフレット、パネル２０３千円、②業務委託費３００千円、会場
設置委託費７００千円、謝金６７２千円（寸劇、消費者団体な
ど）、パネルなど５２０千円、冊子１，２６９千円、広報誌印刷９００
千円、③バス５３千円、④教育教育用ＤＶＤ購入６５千円

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）

-

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）
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） 国セン主催の研修参加（７回）支援

7,437                

410                   

8,095            合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

弁護士による相談窓口のサポート及び実務Ｑ＆Ａマニュ
アル作成（既存の弁護士活用は多重債務に特化し、かつ
相談員が法的処理が必要と判断した後の連携であり、内
容重複せず）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

３０千円／1回×３０日



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）
①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書などの整備、②展示コーナー拡充、③保健所との連携強化のため、電話回線設定変
更、④事務機器の充実

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

事業名

啓発用雑誌など購入

（強化）

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）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

相談員等の研修参加支援（相談員は、１人当たり１年に２回に増加、職員は、１人当たり１年に１回に増加）

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）

相談員等の研修参加支援（１人当たり２年に１回）
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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②ｺﾐｾﾝなどを巡回展示することのよる地域市民に対する広報、③消費者モニター制度

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
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

多重債務問題について弁護士との連携

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員等の研修参加支援（相談員は、１人当たり１年に２回に増加、職員は、１人当たり１年に１回に増加）

相談員の相談能力アップのための弁護士活用

①授業などで、中学校と協働し、中学生を対象とする啓発、②大型ショッピングセンターなどで市民団体などと協働し消費生活展を開催することによる
幅広い市民に対する広報、③地域の核となる賢い消費者を育成するため、見識を深める施設見学、④消費者教育ＤＶＤの貸し出し

（強化）

（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）



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）

（既存）

年間実地研修受入総日数

法人募集型

実地研修受入人数

-      

（強化）

人

-      人日

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

人日

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

平成20年度の消費者行政予算

千円

追加的総費用

15,484         

平成21年度の消費者行政予算

千円

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

15,521           

22,921           

7,437          うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人時間／年

千円前年度差 -37             

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相談員全員が年間２回の研修参加（前年比４倍）

①報酬の向上

○

処遇改善の取組

うち非常勤職員の相談員

相談員総数 平成21年度末予定消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち常勤職員の相談員

人

4      人

4      

相談員数

平成20年度末

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

4      人

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人4      相談員総数



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）

消耗品費100千円【事務用品】、印刷製本費　450千円【啓発チ
ラシ作製】、建設工事費　500千円【事務所の改修】、備品購入
費　1500千円【事務機器1400千円、参考図書100千円】

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） センター基準を満たす相談窓口の新設 2,600            2,600                

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 212024 平成 21都道府県名 岐阜県 市町村名 大垣市

合計 - 2,800            2,800                -

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 平成２２年１月から相談員２名を新たに雇用 154               154                   賃金　154千円（２名）

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） 県等主催の研修会へ参加し、レベルアップを図る 46                 46                    参加旅費 46千円



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）

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） 消費生活相談員が県のレベルアップ研修へ参加する。

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） 　

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）

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）

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） 消費生活相談員１名が週１回相談対応、その他については職員が窓口対応

（強化） 相談窓口機能強化のため、相談室の改修・事務機器（机・椅子・カウンター・パーテーション等）の購入

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） 消費生活相談員１名が週１回相談対応、その他については職員が窓口対応

（強化） 相談窓口機能強化のため、相談員を新たに２名雇用

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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）

（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

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）

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

-164           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 813             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,800          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 977               千円

平成21年度の消費者行政予算 3,463            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

④その他 なし

②研修参加支援 ○ 岐阜県が実施する研修会への参加旅費支援

③就労環境の向上 なし

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

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

相談員総数 3      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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の拡充 3,237            3,237                
執務室の改修【工事請負費(1,877)】、執務参考資料の購入【消耗品費(150)】、相
談室の備品購入【備品購入費(1,210)机、イス、書棚等】

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

211313 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 美濃加茂市 自治体コード

-合計 - 4,977            4,977                

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 教材・パンフレット等の作成・充実 1,740            1,740                住民への啓発パンフレットの作成（14,500部）【印刷製本費(1,740)】

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口を商工観光課内に設置し、相談業務については、総務課防災安全課｢生活安全相談｣とともに担当

（強化） 消費生活相談窓口の専用執務室及びプライバシーに配慮した相談室を開設（執務室の改修、参考図書の購入、机、イス等相談室の備品購入）

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）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県環境生活政策課、国民生活センターにて作成されたパンフレット等を、消費生活相談窓口にて配布

（強化） 住民の被害防止のためのパンフレットを作成し、市広報紙を利用し各家庭に配布、市施設等窓口にて配布【14,500部×120円】

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）



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

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）

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

-48             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 208             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,977          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 256               千円

平成21年度の消費者行政予算 5,185            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

④その他

②研修参加支援

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

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

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 人

相談員総数 -      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）

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） 　 　 　

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 直通回線開設工事．周知啓発．看板設置 600               600                   
【工事請負費】150,000円・看板設置【消耗品費】80,000円・事務
用品【消耗品費】10,000円・啓発チラシ【印刷製本費】160,000
円・パンフレット【消耗品費】200,000円

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212148 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 可児市 自治体コード

-合計 - 812               812                   

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）

6,000円×24日＋3,600円×6日　時間外33,600

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 相談日の増設．勤務日数の増加．配置増員 200               200                   

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　2,000円×６日

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） 県主催の研修会に参加 12                 12                    

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）

（既存） なし

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）

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）

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）  

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） 相談室用電話１本

（強化） 消費生活相談専門の直通ダイアル開設による相談体制の強化。それに伴い市民への周知、案内板設置

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） 週３日の月・水・金曜日を２人の相談員で対応

（強化） 10月から週４日の月・水・木・金曜日を３人の相談員で対応

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） なし

（強化） 県主催の研修会に参加



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

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）

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

　 　

　 　

-39             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,055          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 812             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 1,094            千円

平成21年度の消費者行政予算 1,867            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      138             人時間／年 200                



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 ○ 研修への参加を支援

③就労環境の向上 ○ 直通ナビダイアル設置

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

相談員総数 3      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） 庁舎1階の事務室を改修して相談コ－ナ－を設置 2,318            2,318                

OAフロア－加工117,450　　　　標示サイン新設68,000
スチ－ルパ－テ－ション工事　1,684,800
テーブル・椅子　372,000　　諸経費等　75,250
          　　　　　　　　　　　　　　　 【歳出予算科目：工事請負費】

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212156 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 山県市 自治体コード

⑯ 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
広報等による消費者育成啓発や消費者トラブル防止のた
めの研修会・講演会の開催

450 450

・講演会講師謝金　　300,000＊1回　　【歳出予算科目：報償
費】
　（予算内で可能な講師を依頼する  講話内容は高齢者、一般
を対象に悪徳商法、振り込め詐欺等の未然防止）
・講習会講師謝金　　　10,000*5回 　【歳出予算科目：報償費】
　（弁護士または司法書士を講師を依頼　５会場で開催）
・啓発リ－フレット作成及び広報掲載　100,000
　（講演会のチラシ10,０００枚　広報１1月号で同時配布　消費
者啓発文は広報A４サイズ　2ベージ分）
　　　　　　　　　　　　　　　 【歳出予算科目：印刷製本費】

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）

名古屋開催の教育研修　基礎コ－ス10日　実務コ－ス10日
（日当1,100+旅費往復2,400）*20日＊2人＝140,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【歳出予算科目：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） 国民生活センタ－主催の研修事業に参加 140 140

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相 養 業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業



-合計 - 2,908            2,908                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 県主催の消費生活相談員研修に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活担当課内による受付

（強化） 庁舎１階の事務室を改修し、複数の相談に対応できるよう分割した相談コーナ－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）

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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報紙による消費者教育及び被害防止啓発文の掲載

（強化） 広報紙等と併せ消費者育成啓発用別刷広報チラシを配布　　消費者トラブル防止のための研修会・講演会を開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） 県主催の消費生活相談員研修に参加

（強化） 国民生活センタ－主催の研修事業に参加

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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

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

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,908          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 2,908            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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 -      人日



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

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

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

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 人

相談員総数 -      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） 相談窓口の拡充 410               390                   
相談室備品購入費（備品購入費：240千円）需用費（消耗品費：
1５０千円）

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212164 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 瑞穂市 自治体コード

-合計 - 506               486                   

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 消費者啓発用のパンフレット購入、啓発用チラシ用紙 96                 96                    
パンフレット代（消耗品費：50千円（100円＊500部）OA用紙代
(消耗品費：４６千円）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 商工農政課内にて職員兼務で相談受付

（強化） 巣南庁舎１階に専用の消費者相談室コーナーを設置、常時相談を受付。相談室看板・相談用椅子等ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・パンフレットスタンド購入

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）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） パンフレット等購入(成人式用『うちらのとなりはトラブルだらけ！？』）、一般消費者用チラシ

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

（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

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）

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

-12             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 486             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 32                 千円

平成21年度の消費者行政予算 506               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

④その他

②研修参加支援

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

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

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 人

相談員総数 -      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）

旅費　費用弁償　1,980円×1人×20日+400円×1人×10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） 国民生活センターが開催する研修へ生活安全対策監が参加する支援。 44 44

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） 消費生活に係る相談窓口を拡充し相談業務を強化する。 2,558 150 消耗品費　執務参考資料購入　　150,000円

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212181 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 本巣市 自治体コード

-合計 - 2,902            494                   

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 消費生活に関する講演会を開催し、市民に対する啓発を行う。 300 300 報酬　講師謝金　50,000円　印刷製本費　啓発パンフレット作成　500円×500部

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 特に研修等を受講していない

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 市職員が兼務で消費生活相談を行っている。

（強化） 市職員に加え平成21年4月から生活安全対策監を雇用し、相談業務の強化を図るべく、消費者行政関係法令等に関する書籍を整備する。

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）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国や県から配布される啓発チラシ等を広報配布に併せて市民に対して配布している。

（強化） 市民を対象にした消費者行政に関する講演会を実施し、市民が消費者トラブルに巻き込まれないよう啓発事業を実施し、その会場で啓発チラシを配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） 特に研修等を受講していない。

（強化） 生活安全対策監が国民生活センターの実施する研修に参加するための支援を行う。

（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

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）

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

2,408          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,408          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 494             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 2,902            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

④その他

②研修参加支援 ○ 市旅費規程に準じた研修参加費用弁償の支給。

③就労環境の向上 ○ 市のリース物件であるパソコンの貸与。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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 人

相談員総数 1      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）

旅費　124千円　（神奈川県相模原市）20,560円*3人*2回

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212199 平成 21 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 郡上市 自治体コード

-合計 - 2,316 2,316

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）

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

高齢者団体に対する消費者被害防止のための講座を開
催する
市民に対して消費者被害防止のため、チラシを配布し予
防啓発を図る

2,156            2,156                

教材費【消耗品費】（高齢者の為の消費者トラブル回避マニュアル）
140円*200部*2回=56,000円（地域シニアクラブ会議にて配布）
教材費【消耗品費】（みんなで防ごう悪質商法）
140円*15,000部*1回=2,100,000円（市内全戸配布）

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）

=123,360円
日当　27千円　4,400円*3人*2回=26,400円
研修会費　9千円　1,500円*3人*2回=9,000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） 市の消費者相談職員のスキルアップのために研修に参加 160               160                   

合計 2,316           2,316              



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 主に県主催によるレベルアップ研修に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

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）

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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者団体への消費者被害防止対策強化（講師派遣）及び広報誌への消費者窓口掲載

（強化） 高齢者団体への消費者被害防止対策強化（講師派遣・チラシ配布）及び一般市民への消費者被害防止啓発活動

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） 主に県主催によるレベルアップ研修に参加

（強化） 上記以外の研修にも参加し、専門知識の習得・対応職員のレベルアップを図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,316          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 31                 千円

平成21年度の消費者行政予算 2,316            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

④その他

②研修参加支援

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

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

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 人

相談員総数 -      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


