
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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

4,410            

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

4,410            

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

夕張市

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計

都道府県名 北海道 市町村名 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要

消費相談業務に必要な備品の購入等 4,410                

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）

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）

4,410                

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

基金（交付金相当
分）対象経費

年度012092

対象経費

プロジェクター、コピー機等購入費

平成 21

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（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）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

（強化） 消費相談に必要な備品の購入等(プロジェクター、コピー機、パソコン等）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

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）

なし

（強化）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

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）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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



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）

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

4,410          うち基金（交付金相当分）対象経費

（強化）

（既存）

千円前年度差 -                

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

4,410          平成21年度の消費者行政予算

人日

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

（強化）

人

千円

人日

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

年間実地研修受入総日数

-                

法人募集型

実地研修受入人数

平成20年度の消費者行政予算

自治体参加型

参加者数

実施形態

追加的総費用

千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

年間研修総日数



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

人2      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

2      人

人

人相談員数

平成20年度末消費生活相談員の配置 平成21年度末予定2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

相談員総数

相談員数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

合計 - 499               499                   -

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）

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）

備品・事務用機器の設置、啓発物等掲示スペースの整備

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） 消費者センターの機能拡充、啓発活動の強化 499               499                   

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
対象経費

自治体コード 012106 平成 21都道府県名 北海道 市町村名 岩見沢市 年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

（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） デジタルカメラなどのOA機器、備品が不足。展示用品はなし。

（強化） 新たに備品・事務用機器（デジタルカメラ、パソコン、電話機、カタログスタンド、関連図書等）を購入。啓発物等掲示スペースを整備する。

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）



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）

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

前年度差 -1,394         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 16,328         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 499             千円

平成20年度の消費者行政予算 17,722           千円

平成21年度の消費者行政予算 16,827           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

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）



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

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬を2%増額

人 平成21年度末予定 相談員数 4      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 4      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 4      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

337               337                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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） 相談員の研修会・講習への参加支援（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

337               337                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012157 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 美唄市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 相談員養成講座・講習には消費者協会の旅費（一部市の支援）により参加

（強化） 相談員養成講座・講習に相談員2名を年12回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）

（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）



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）

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

前年度差 -390           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 1,136          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 337             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,526          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,473          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

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）



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 ○ 相談員養成講座・講習会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

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      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 3      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      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

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 相談員総数 4      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

227               227                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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） 相談員の道内で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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

20                 20                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

プロジェクター、スクリーンの購入

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）

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） センター機能強化のための機器の導入 207 207

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012165 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 芦別市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 消費者協会開催の研修会に２回（４日）参加

（強化） 研修会に4回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） 消費生活リーダー養成講座・くらしの講座等消費者教育を行っている

（強化） プロジェクター、スクリーンを購入し、消費者相談機能の強化を図る

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）



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）

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

前年度差 -238           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 2,511          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 227             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,749          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,738          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

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）



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 ○ 研修参加旅費の支援

③就労環境の向上

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

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

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 1      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,426            1,426                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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） 行政担当職員、相談員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

117               117                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談受付用テーブル、椅子、パーテーション、ロッカー等の購入

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）

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） 消費生活相談室の機能強化 1,309            1,309                

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012181 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 赤平市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 相談員の自費により参加

（強化） 行政担当職員、相談員を各種研修会に参加できるよう支援

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） なし

（強化） 相談コーナーなどをパーテーションで仕切り、相談者のプライバシーに配慮する。相談に係る事務機器の設置

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）

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

前年度差 -                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 1,405          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,426          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,405          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,831          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

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）



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 ○ 研修参加旅費を支援

③就労環境の向上

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      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 2      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 2      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,228            1,228                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事務用機器、各種備品等の購入

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）

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強化 1,228            1,228                

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012220 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 三笠市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） なし

（強化） 電子機器（パソコン・コピー機・FAX電話等）及び事務用備品（いす・テーブル等）の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）



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）

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

前年度差 4                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 1,151          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,228          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,147          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,379          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

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）



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 ○ 事務用機器を導入し執務環境を改善

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      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 2      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 2      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

3,157            3,157                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

啓発用消耗品費、印刷製本費

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

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
消費者への教育・啓発及び広報の強化に努め、手口の
巧妙化、複雑化している消費者被害の未然防止を図る。

1,356            1,356                

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（有・無資格者）、消費者行政担当職員における
研修参加支援（知識及び資質の向上を図る）。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

621               621                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

備品購入（ICﾚｺｰﾀﾞｰ、カタログスタンド他）、執務参考用図書等
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）

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）
消費者センターの一層の機能強化を図る。
（事務所・相談窓口の環境整備）

1,180            1,180                

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012254 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 滝川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 年６回程度、消費者センターだより「はーい、こちら滝川地方消費者センターです」の発行

（強化）
消費者被害防止のため、町内会で使用する班回覧バインダーを作成し、市民が常日頃から悪質商法の内容を目にするようにして啓発
を促すほか、高齢者に向け啓発用ティッシュ及び通帳・診察券等入れの作成、一般用にパンフレットを購入し、消費者被害の未然防
止に努める。また、今回の道条例改正に伴い、当市でも「訪問販売お断り」シールを作成し、悪質業者の撃退に努める。

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）

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） 国民生活センターなどの研修を受けることにより、相談員及び消費者行政担当職員の資質向上を図る。

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） なし

（強化）
事務室の改修を図り、啓発用パンフレット等の書物を閲覧しやすく配慮し、参考図書や相談データ等のファイルなどの書類の保管ス
ペースを確保することで環境の整備を図る。また、参考図書等の購入により事務処理能力を向上させ執務環境を良くする。

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）



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）

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

前年度差 -38             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 2,339          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,157          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,377          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,496          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

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）



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 ○ 研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

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 5      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 5      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

328               328                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

広報誌印刷経費、リーフレットの作成及び広報誌への折込経費

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

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 67                 67                    

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事務用機器の設置、執務参考図書の購入

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）

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） 事務処理機能の強化 261               261                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012262 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 砂川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 市の広報誌に年に数回関連情報を記載

（強化） 市の広報誌に消費生活関連情報を掲載（特集ページを追加）、悪質商法等を啓発するリーフレットを作成（広報誌に折込）

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）

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） なし

（強化） 事務用機器の設置（パソコン、プリンター）、執務参考図書（５冊）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）



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）

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

前年度差 1                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 258             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 328             千円

平成20年度の消費者行政予算 257             千円

平成21年度の消費者行政予算 586             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,194          1,194              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

備品購入費、窓口周知用グッズの購入

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）

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機能強化 1,194          1,194              

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012271 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 歌志内市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） なし

（強化）
相談窓口の市民への周知普及用資材（のぼり、シール、パンフレット等）を作成及び事務用機器（パソコン、プロジェクター、スクリーン）
の設置

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）



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）

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

前年度差 14               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 319             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,194          千円

平成20年度の消費者行政予算 305             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,513          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

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）



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

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      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 2      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      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

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 2      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,702            1,702                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

新聞折込、会場料、講師謝金、資料代、ステッカー作成費等

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

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 講演会、消費者被害防止のための広報・周知、ステッカー作成等 535               535                   

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） 職員・相談員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等による相談員研修会の開催等 183               183                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

177               177                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

FAX兼コピー機、パソコン、シュレッダー等の購入

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）

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） 消費者センターの事務用機器の設置 807               807                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度012289 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 深川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 市民向け講演会、新手の詐欺や悪質商法防止のパンフレット作成、各戸配布用ステッカーの作成等。

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）

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） 道内での研修に参加。

（強化） 既存の研修に加え、新たに道内外で行われる研修に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） 弁護士等専門知識を有する者を窓口に配置し、相談員の資質向上のための意見交換を実施。

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。

（強化） 新たにFAX兼コピー機、パソコン、シュレッダー等を購入。

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）



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）

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

前年度差 -60             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 1,782          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,702          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,842          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,484          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

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）



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 ○ 研修参加のための旅費等支援

③就労環境の向上 ○ 執務環境の整備（FAX兼コピー機の導入等）

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 6      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 6      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数 6      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

327               327                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

啓発資材作成費

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

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 月１回、チラシにより悪徳商法注意喚起等を実施する。 69 69

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

備品及び参考図書購入費

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）

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） 事務用機器（パソコン等）の導入、参考図書購入 258 258

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014249 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 奈井江町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 悪徳商法等、注意喚起に係る広報をスポット的に実施

（強化）
月１回のチラシ発行により、きめの細かな注意喚起広報が可能となり、被害の未然防止や、住民の悪徳商法等に関する意識の向上が
図られる。

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）

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）
消費生活情報データの管理を、ペーパーベースで行っており、情報の検索等、迅速な対応が出来ない。相談室においてパソコンがな
いため、相談時にデータ検索しながら応じることが出来ない。広報用記事や、チラシ原稿の作成において、パソコンのスペックが低く、作
成に苦慮している状況。消費者行政に係る参考図書もない状態である。

（強化）
相談室にパソコンを設置することにより、データの検索が迅速に出来、対応が可能となる。合わせて、広報用記事や、チラシの作成につ
いても、動作環境の向上により、質の良い広報が可能となる。また、最新の情報が掲載されている参考図書を購入することにより、相談
業務の強化が図られる。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 327             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 327             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

339               339                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

ＤＶＤ購入費

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

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 啓発用ＤＶＤ等の購入 28                 28                    

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） 相談員研修への参加（１名）、消費生活リーダー研修の参加（２名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

63                 63                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

備品及び参考図書等の購入費

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）

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） 執務参考資料の購入、機材・事務機器の設置 248               248                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014257 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 上砂川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） プロジェクターを使用し、ＤＶＤで各地区生活館等で悪徳商法防止法に関する内容を上映し、啓発事業強化を図る。

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）

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） 相談員の消費生活相談員養成講座への参加。消費者行政担当職員の消費生活リーダー研修への参加。

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）

（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） 執務参考資料が古く、使えない状況

（強化） 新たに執務参考資料を購入。センター機材・事務機器としてプロジェクターを購入する。

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）



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）

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

前年度差 -                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 1,101          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 339             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,101          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,440          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

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）



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 ○ 消費生活相談員養成講座参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

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

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 1      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

916               916                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事務用機器の設置、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）

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機能拡充 916               916                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014273 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 由仁町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 特になし

（強化） 事務用機器（パソコン、プリンター及びプロジェクター）及び執務参考資料（関連図書及びＤＶＤ）を購入し機能強化を図る。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 916             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 916             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

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）



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

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 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 -      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,740            1,740                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

消費者被害防止のための啓発グッズ及びイベントテントの購入

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

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 1,148            1,148                

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） 消費生活相談研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

受講料、旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事務用機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

218               218                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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） 消費生活相談室の備品購入 374               374                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014290 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 栗山町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 悪徳商法被害を防止する為の啓発グッズ（クリアファイル、ポケットティッシュ等）及び啓発イベントに要するテントの購入

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）

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） 相談員及び町担当職員が受講する消費相談研修（国民生活センター主催研修等）にかかる受講料、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） なし

（強化） 消費生活相談業務の充実を図るため、パソコン、プリンター等の事務機器を購入

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）



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）

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

前年度差 -                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 635             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,740          千円

平成20年度の消費者行政予算 635             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,375          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

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）



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 ○ 相談員及び町担当職員が受講する消費相談研修にかかる受講料、旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 業務効率や能率向上のためのインフラ整備と執務環境の整備

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 3      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 3      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 相談員総数 3      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

300               300                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

啓発用グッズ（看板、ステッカー）の作成、講習会の開催、講習
会開催のためのスクリーンの購入

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

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 247               247                   

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

参考図書・鍵付きキャビネットの購入

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）

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） ・相談窓口への資料の設置、・相談情報の保護 53                 53                    

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014303 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 月形町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
地域ぐるみで悪徳商法を寄せ付けないことをアピールするための啓発用看板の設置（１０枚）、啓発用ポスターの作成（１５００枚）、講習
会の開催、啓発用スクリーンの購入

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）

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） なし

（強化） 消費者相談参考図書の設置、鍵付きキャビネット設置による相談情報の保護

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）



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）

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

前年度差 14               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 22               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

平成20年度の消費者行政予算 8                千円

平成21年度の消費者行政予算 322             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

369               369                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

消費者向け啓発資材の購入費

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

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 消費者向け啓発資材の購入 22 22

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

パソコン、プリンターの設置、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）

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） パソコン、プリンターの設置（各1台）　執務参考資料 購入 347 347

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014311 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 浦臼町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 啓発資材の配付はチラシ等（１枚もの）のみ

（強化） 啓発資材の配付にパンフレット等を追加する（１０００部、全戸配付）。

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）

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） 共用のパソコン・プリンターを使用。執務参考資料については、消費生活相談マニュアル（基本編）のみ。　　

（強化） 専用のパソコン・プリンターを購入。執務参考資料（悪徳商法解説図書等）を補充する。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 369             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 369             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

656               656                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

ＰＲ看板の作成

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

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 消費生活問題に関する啓発 588 588

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） 消費生活担当職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加に係る旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

参考図書及び教材費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

61 61

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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） 執務参考資料の購入 7 7

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014320 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 新十津川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに消費生活問題に関する看板を作成。問題の周知を図る。

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）

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） 近隣で開催する研修、無料研修会に参加

（強化） 幅広い消費生活問題に対処できるよう、よりレベルアップが可能な研修、遠方への研修に参加をする。

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） 相談時の参考資料として、国・道などのパンフレットや、無料研修会での資料などを参考に相談に対応

（強化） 最新の相談事例や法律などの掲載のある参考資料や教材を購入し、相談業務の充実を図る。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 656             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 656             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

644               644                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

リーフレットの購入・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

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 消費者行政の広報・周知のためリーフレットの配布 138               138                   

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

機器、備品等の購入、参考図書の購入

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）

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） 消費相談窓口の拡充、機器・備品等の購入 506               506                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014338 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 妹背牛町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者行政に関するリーフレットを購入・配布することにより、住民周知を図る（１６００枚×２回）。

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）

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） なし

（強化） 広報誌等による消費相談窓口のPR、機器・備品等（パソコン、書庫、パンフレットラック等）の導入による円滑な相談業務の推進

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 644             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 644             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

489               489                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

啓発用リーフレット作成

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

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 悪質な訪問販売や消費者被害防止のリーフレットを作成する 48                 48                    

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

機器・備品等の購入

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）

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） 機器・備品等の購入により消費者窓口の拡充・強化を図る 441               441                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014346 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 秩父別町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者相談窓口の体制が不十分なため、住民への啓発活動や周知が不十分である。

（強化） 悪質な訪問販売や消費者被害防止のリーフレットを作成して周知・啓発活動を強化する。

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）

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） 消費者相談窓口の体制が不十分なため、住民への啓発活動や周知が不十分である。

（強化） 機器・備品等の購入により、消費者生活センター等のデーターを整理し、相談業務を強化する。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 489             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 489             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

100               100                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

玄関・電話機用ステッカー作成

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）

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） 消費者相談窓口の周知 100               100                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014362 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 雨竜町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 無し。

（強化）
相談事案が発生したときに相談しやすくするために、消費者相談窓口の連絡先を記入した玄関・電話機貼付用ステッカーを作成・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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             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 100             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

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）



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

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 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 -      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

96                 96                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

パンフレット印刷代　

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

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
消費者被害防止に向け、悪徳商法の状況や被害防止の
ためのパンフレットを作成し、周知を行う。

45                 45                    

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） 相談員の道内で研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

51                 51                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014371 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 北竜町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに消費者（高齢者含む）向けの悪徳商法の状況や、被害防止のためのパンフレットを作成し、周知を行う。

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）

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） 各研修会においては、1名分の旅費を支援しており、年5回程度研修会に参加する。

（強化） 道内各地で開催される、研修会に2名分の旅費を支援、年10回程度研修に参加する。

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）



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）

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

前年度差 -6               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

うち基金（交付金相当分）対象経費 96               千円

平成20年度の消費者行政予算 16               千円

平成21年度の消費者行政予算 106             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

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）



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 ○ 道内各種研修会参加のための旅費支給

③就労環境の向上

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 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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 -      

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

435               435                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

パソコン機器等の購入、専門図書の購入、リーフレットの作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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） パソコン等の購入により消費者相談窓口の拡充及び強化を図る。 435               435                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014389 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 沼田町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） なし

（強化） パソコン、プリンター及び執務参考図書の導入による相談業務の強化推進。窓口の周知のためのリーフレット作成・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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 435             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 435             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      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

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 -      人



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

564               564                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

リーフレット印刷、配布費用

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

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 高齢者向けリーフレットの作成 459 459

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） 職員の研修参加旅費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加のための旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

機材・事務用品の設置、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 7

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活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） 消費生活相談受付環境の強化 98 98

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

21 年度014397 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 幌加内町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 高齢者向けリーフレットを作成及び全戸配布（２０００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）

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） 道内の実務研修への参加（１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） なし、

（強化） 相談窓口を本課に設置し、リーフレットラック・整理ラックを導入。関連図書の購入。

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 564             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 564             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

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）



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

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

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

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 -      人



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）

011011

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

弁護士・一級建築士への謝金、研修開催に係る委託費（講師
謝金・旅費等を含む）

年度

事業経費

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,069            

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談高度化対応のための弁護士・一級建築士の配置、
専門分野別研修の開催

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） 相談員の国民生活センター主催の研修への参加支援

相談員を対象とした研修（消費者関連法研修、経験年数
別研修）の開催

相談室・展示コーナー等センター施設の機能性の向上

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,465            

2,134            2,134                

都道府県名 北海道 市町村名 札幌市

合計

6,707            

事業名

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

-32,548           32,548              

1,254            

15,201           

1,254                商品テスト機器の購入費

4,718            

対象経費

商品テスト機器の購入

学校教育における消費者教育の強化・支援、悪質商法
被害防止のための講座の実施及び啓発資料作成

旅費（相談員所属団体への委託）

食品表示に関する相談員研修開催、市民向け食品表
示・安全分野にかかる講座実施及び啓発広告、資料の
作成

6,707                

4,718                

自治体コード

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）

平成 21

施設の改修に向けた調査費、相談員の休憩室設置工事費、相
談室等の事務機器等購入費、相談電話周知広告制作・出稿費
用

基金（交付金相当
分）対象経費

研修、講座開催に係る委託費（講師謝金、旅費等を含む）、食
品表示に係る啓発広告・パンフレットの作成委託費

研修開催に係る委託費（講師謝礼・旅費・会場費・事務費）

学校への講師派遣委託、学校貸出用教材及びテスト機器購
入、市民・教員対象講座開催に係る委託費（講師謝金、旅費等
含む）、高齢者・視覚障害者・若年者対象パンフレット作成委託
費、参考図書購入費

15,201              

1,465                

1,069                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

相談高度化対応のための弁護士（週1回）・一級建築士（月2回）の配置、専門分野別相談員研修の開催（金融商品、インターネット、建築

なし

（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） 弁護士等による相談員研修（年6回）

消費者関連法（改正特商法、割販法）研修開催（年3回）、経験年数別相談員研修（年5回）

（強化）

市民向け体験テスト講座（年間35回）開催、家庭用品・消費生活用品表示に関する立入調査実施（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

消費生活講座の実施（70回）、消費生活に係る出前講座の実施、高齢者向け悪質商法未然防止のためのミニ出前講座の実施、リーフ
レットの作成（1種類）

（強化）

国民生活センター等主催研修への参加支援（啓発担当、商品テスト員中心に年間7回）

ミニ出前講座におけるリコール製品の周知、食品表示に係る相談員研修開催（年2回）、食品表示に係るシリーズ講座実施（全10回）及
びパンフレットの作成・配布、家庭用品表示に係るシリーズ講座実施（全6回）、食品表示に係る啓発広告の出稿及びパンフレットの作成

学校における消費者教育の強化（学校への講師派遣、教員対象の消費者教育研修の開催、教材・簡易テスト機器の学校への貸し出
し）、対象者を絞った悪質商法被害防止パンフレットの作成、ケアマネ等対象消費生活講座の実施、悪質商法出前講座講師養成講座
の実施、消費者被害未然防止のための啓発広告出稿

試買テストの実施（年間1種類）、簡易商品テストの実施

（強化）

相談窓口（月～金 電話9時～19時、来庁～16時30分）、情報発信のための展示コーナー

（強化） センター施設の機能強化を図る改修のための調査、相談員執務環境の整備（休憩室の設置）、相談電話周知のための広告出稿

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

事業名

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

国民生活センター等主催研修への参加支援（相談員 年間12回）、次期PIO-NET操作研修派遣（相談員17人）

⑭商品テスト強化事業
商品テスト機器更新によるテスト機能の充実強化、商品テスト員の研修支援（道立センターとの連携強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

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）

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

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）

人時間／年

千円-168           

千円32,548         

189,019         

221,399         

-                  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

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 前年度差

（強化）

人

千円平成20年度の消費者行政予算

参加者数

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人日

法人募集型

実地研修受入人数

188,851       

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

人日

人

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

人22    相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

22    平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

22    人

人

人

平成21年度末予定22    人

うち常勤職員の相談員

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

相談員数

相談員数平成20年度末

相談員総数

相談員数

平成20年度末

○ 執務環境の整備（休憩室の設置等）、業務効率向上のための機器整備（PC導入等

処遇改善の取組

○ 国民生活センター主催研修参加のための旅費を支援

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上

具体的内容

②研修参加支援

平成20年度末

平成20年度末



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 --

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

3,983            3,983                

1,277            1,277                

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 ＰＩＯＮＥＴ入力のため非常勤職員を配置 683               683                   非常勤職員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会等、消費者被害防止のための教育事業
講師謝金・講師旅費・会場使用料・会議費・教材作成及び購入
費・宣伝費

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）

212               212                   

⑫食品表示・安全機能強化事業 相談員等に対する食品表示･安全に関する研修会を開催 299               299                   
講師謝金・講師旅費・会場使用料・会議費・教材作成及び購入
費

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
弁護士や国民センターの相談員を招き、相談員の専門
的知識向上を目的とした研修会

792               792                   

講師謝金・講師旅費・会場借料

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）
消費者生活相談業務に関する研修への参加支援（有資
格者2名・無資格者3名）

720               720                   旅費・研修費・教材費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの相談窓口を機能強化

平成 21

RC、プリンター、プロジェクター、執務図書購入費、住民周知用
パンフ、ポスター作成費

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）

市町村名 江別市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 012173 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 北海道



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談員は４名在籍。

（強化）
ＰＩＯ－ＮＥＴ入力作業のため、相談員５名の勤務ｼﾌﾄを週２日＋１時間増加する。（月；5H×２名、火；5H×１→２名、水；5H×２名、木；
5H×１→２名、金；5H×１名＋4→5H×１名）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに消費者の多重債務被害防止を目的とした講演会を開催及び啓発チラシ作成

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） なし

（強化） 新たに食品表示・安全機能強化を目的とした研修会を実施

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） なし

（強化） 弁護士や講師を招き相談員の専門的知識向上を目的とした研修会を開催（3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） 札幌で開催される研修への旅費（ＪＲ往復分×10回分）のみ

（強化） 国民生活センター等で開催される消費生活相談業務に関する研修会へ参加できるよう支援（有資格2名・無資格3名）

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） 相談体制（月・水・金～相談員2名、火・木～相談員1名、相談時間　10：00～16：00）

（強化） 事務機器設置により'窓口の便利性を向上、H21.5から相談体制を強化（月～木：相談員2名9：30～16：30、金：相談員2名、10：00～16：0

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



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）

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

前年度差 597             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 6,160          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,983          千円

平成21年度の消費者行政予算 10,143           千円

平成20年度の消費者行政予算 5,563            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      486             人時間／年 683                

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）



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 ○ 研修参加のための旅費を支給

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 人

処遇改善の取組 具体的内容

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 人

5      人

相談員数 5      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

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



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）

-合計 - 5,300            5,300                

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

パンフレット購入費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 展示会（消費者まつり）の開催、広報・啓発の強化 1,980            1,980                広報資料作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全分野に関する啓発強化 113               113                   

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 弁護士相談（１名） 1,275            1,275                謝金、旅費、参考図書

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・道等の主催する研修への参加支援（相談員及び行政職員） 206               206                   

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） 相談窓口機能の充実（相談カウンターの設置等） 1,726            1,726                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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

012246 平成

対象経費

21 年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 千歳市 自治体コード

事業名 事業の概要



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 啓発パンフレット作成

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者まつり

（強化） 消費者まつりの規模の拡大、振り込め詐欺防止啓発パンフレット・シール・全戸配付用広報紙の作成等

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）

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） 相談員の自費により参加

（強化） 国・道等の主催する研修に相談員及び職員を参加させる旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士報酬２５，０００円×５１回、　弁護士等を窓口に配置し相談機能の向上を図るための教材（図書）

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

（強化） 相談窓口カウンターの設置。パソコンを配置し情報収集及び出前講座に活用する。

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）



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）

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

前年度差 -2,609         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 4,781          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,300          千円

平成21年度の消費者行政予算 10,081           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,390            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

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）



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 ○ 研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上 ○ 事務機器の整備による業務の効率化

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 人

処遇改善の取組 具体的内容

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      人

2      人

相談員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

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



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）

-合計 - 5,884            5,884                

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

講演会開催経費（講師謝金、会議費等）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発活動 2,787            2,787                小冊子及び啓発用ビラ、啓発資材の購入及び作成

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費者と共に考える食品表示・安全講演会 1,000            1,000                

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
行政書士等を助言者として窓口に配置し窓口の機能向
上を図る

50                 50                    講師謝礼等

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） 消費生活相談員の国民生活ｾﾝﾀｰへの研修参加支援 80                 80                    

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） ＦＭ放送による相談窓口の周知及び執務環境の整備 1,967            1,967                ＦＭ放送委託料・机等購入費・メールによる相談受付体制構築

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

012319 平成

対象経費

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 恵庭市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） FM放送により消費者の関心を食に向けさせ、消費者と共に考える食品表示・安全講演会を開催することにより、食の安全についての知識を高める

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシの全戸配布を通じて、身近な相談窓口としての恵庭消費者協会の認知度を高める・オリジナル小冊子作成や啓発物品の配布

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）

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） 国民生活ｾﾝﾀｰ主催の研修参加旅費等支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を対象にした行政書士による研修会開催

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

（強化） 地域ＦＭ放送を通じた市民への窓口周知やメールによる相談受付を22年度から始める為の体制構築及び執務環境改善

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）

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

前年度差 490             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 8,337          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,884          千円

平成21年度の消費者行政予算 14,221           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,847            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

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）



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 ○ 消費生活相談員の国民生活ｾﾝﾀｰ（東京）での研修参加旅費等支援

③就労環境の向上 ○ 多人数に対応できる机を購入し、執務環境の改善を図った

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 6      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 6      人

処遇改善の取組 具体的内容

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 人

6      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 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）

-合計 - 1,084            1,084                

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 消費者被害未然防止パンフレットの作成 959               959                   広報資料・コンテンツ作成・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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士を相談窓口に配置し、窓口の高度化を図る。 125               125                   講師謝金、講師旅費

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）

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

012343 平成

対象経費

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 北広島市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者行政を積極的にPRするとともに、パンフレットの作成配付により、身近な消費生活問題を地域住民に紹介し未然に消費者被害を抑止する。

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）

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） なし

（強化） 月１回弁護士を配置し、高度な専門相談への対応強化を図る

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）



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）

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

前年度差 -170           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 2,196          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,084          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,280            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,366            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

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）



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

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 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

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      人

2      人

相談員数 -      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

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



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）

-合計 - 1,262            1,262                

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）

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）
消費者相談コーナーの改修と相談処理能力の向上。相
談コーナーの広報啓発。

1,262            1,262                需用費、役務費、工事請負費、備品購入費

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）

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

012351 平成

対象経費

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 石狩市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 相談窓口がオープンスペース

（強化） 相談窓口を個室化し、プライバシー保護の確保、インターネット環境整備により相談対応の充実

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）



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）

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

前年度差 -44             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 2,058          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,262          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,320            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,102            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

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）



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

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 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 4      人

処遇改善の取組 具体的内容

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 -      人

4      人

相談員数 -      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

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



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）

-合計 - 2,174            2,174                

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）

報酬等

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 1,530            1,530                

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、研修会費、需用費

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） 研修参加負担金及び旅費、教材費 64                 64                    

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） 相談室の拡充、事務用機器等の設置、執務参考資料購入 580               580                   修繕料、備品購入費、需用費

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）

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

013030 平成

対象経費

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 当別町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 共通ダイヤルへの加入により増加が見込まれる相談対応のため非常勤相談員を新たに１名配置する。

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）

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） 消費生活相談員の研修参加

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）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口を本課に併設

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）



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）

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

前年度差 2,025          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 2,059          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,174          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,233          千円

平成20年度の消費者行政予算 34               千円

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 1,532              

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）



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 ○ 相談員の専門分野を含む相談対応能力の向上を図るため、研修等参加の支援をする。

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 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

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      人

1      人

相談員数 -      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

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



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）

-合計 - 50                 50                    

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、相談機会周知のための啓発 50                 50                    消費者向けパンフレットの作成

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）

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）

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）

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

013048 平成

対象経費

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 新篠津村 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者向けの消費者被害防止パンフレットを作成。配布機会において配布、相談窓口の利用を呼びかける。

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）

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）

（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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 50               千円

平成21年度の消費者行政予算 50               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                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

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）



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

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 人

処遇改善の取組 具体的内容

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 人

-      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

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）

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）

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）

012033

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

事業経費事業の概要

自治体コード

824               

相談員の研修参加の支援

都道府県名 北海道 市町村名 小樽市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

558               

-

相談員の研修参加の支援 旅費

266               

平成

824                   

21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

558                   

-

266                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化） 相談員が食品表示等の知識を習得するために道内外開催の研修に参加できるよう旅費を支援。（５名）

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
（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化） 相談員のレベルアップを図るために道内外開催の研修に参加できるよう旅費を支援。（５名）

（既存）

（強化）

なし。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

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）
（既存）

道内外開催の研修には、相談員の自費により参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

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

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）

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象外経費

対象人員数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

年間研修総日数

-                  

9,110            

9,406            

824             

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

追加的総費用

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

千円

8,582          千円前年度差 -528           

人

人日

人日

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

人5      相談員総数平成20年度末

5      

-      

-      

人

人

人

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

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定うち常勤職員の相談員

5      人

平成20年度末

相談員総数

平成20年度末

平成20年度末

○

①報酬の向上

処遇改善の取組

道内外の研修参加のための旅費を支援②研修参加支援

具体的内容

③就労環境の向上

④その他

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

5      

-      

-      



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 北海道 市町村名 島牧村

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 013919 平成 21 年度

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）

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）

参考図書の購入

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） 参考図書の整備 10                 10                    

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） 消費生活相談員研修会に参加 47                 47                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

啓発資材の購入

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 56                 56                    

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

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 - 113               113                   -

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）

（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） なし（一般業務の中での対応）

（強化） 参考図書を購入し、相談窓口体制の整備を図る。

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）

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） 消費者相談に従事する職員が専門的な知見に基づいて苦情処理に対応できるよう研修への参加する。（１名）

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） 音声放送による臨時啓発

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレットを購入し、全戸に配布する。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 113             千円

平成20年度の消費者行政予算 1                千円

平成21年度の消費者行政予算 114             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                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

相談員数

人 -      人

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 寿都町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013927 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

24                 24                    

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）

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） 職員のレベルアップを図るため研修への参加

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 消費者被害の防止のための啓発強化 260               260                   啓発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

284               284                   

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）

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） 職員のレベルアップを図るため、研修等への参加

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） なし

（強化） 消費生活の啓発強化を図るために、啓発パンフレットを作成し、全戸に配布する。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 284             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 284             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 黒松内町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013935 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 担当職員の参考図書の整備 33                 33                    専門図書購入

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）

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広報・周知 400               400                   冊子購入費

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

433               433                   

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） なし

（強化） 専門書籍を購入し、消費者行政担当職員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）

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）

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） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のため注意喚起の冊子を購入及び全戸配布（１５００部）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 433             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 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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 蘭越町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013943 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 執務参考資料購入 27                 27                    図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

30                 30                    

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）

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 393               393                   パンフレット購入

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

450               450                   

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） なし

（強化） 参考図書購入による情報の共有及び相談対応の強化

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）

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） 道内の研修に職員１～２名を参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット（高齢者用、新成人用、一般家庭用）を購入・全戸配布

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             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 450             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 真狩村 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013960 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 執務参考図書等購入、相談窓口表示板設置 13                 13                    参考図書購入、表示板購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

17                 17                    

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）

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） 消費生活相談員研修会への参加

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

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

30                 30                    

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） なし

（強化） 関連図書（３冊）の購入、消費生活相談窓口表示看板１枚を設置

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）

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） 消費生活相談員研修会への参加により多様な相談に対応可能な知識を身につける。

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）

（強化）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 30               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 30               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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 留寿都村 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013978 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談窓口参考図書購入 20                 20                    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）

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 180               180                   冊子・リーフレット購入

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

200               200                   

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） なし

（強化） 相談強化のため、参考図書を購入し、担当職員の向上を図る。

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）

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）

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） なし

（強化） 新たに悪徳商法・多重債務被害防止のためのリーフレットなどの啓発物品を購入し、全世帯（９４０世帯）へ配付を行う。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             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 200             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 喜茂別町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013986 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 窓口相談業務における参考図書等の購入 44                 44                    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）

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 全世帯に啓発資材を配布。住民向け講習会等開催 146               146                   啓発資材購入、資料代、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

190               190                   

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） なし

（強化） 参考図書の活用による相談窓口機能の強化を図る

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）

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）

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） なし

（強化） 全世帯向けに振込め詐欺・悪徳商法等に対する啓発資材の配布（１１００部）と、住民向けの研修会及び講習会（１回）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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 190             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 190             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 京極町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013994 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談に対応するための参考図書の購入 24                 24                    図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

30                 30                    

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）

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） 消費生活相談員研修への参加

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資材、パンフレットの配布 246               246                   啓発資材購入

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

300               300                   

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） 特になし

（強化） 相談に対応するための参考図書の購入

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）

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） 札幌市で開催されるレベルアップ研修へ参加（１名）

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） 特になし

（強化） 新成人、高齢者にパンフレット（各１２００部）、啓発資材を配布し、問題意識の喚起と消費者被害の未然防止を図る

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             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 300             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 共和町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014010 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 担当職員等の参考図書等の整備 41                 41                    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）

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 134               134                   啓発資材作成

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

175               175                   

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） なし

（強化） 担当職員用等の参考図書の購入（消費者六法、特定商取引法等１２冊）

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）

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）

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） なし

（強化） 高齢者向け悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成（１４００部）及び老人クラブ等に配布

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 175             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 175             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 岩内町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014028 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談窓口の機能強化のためパソコンを配備 296               296                   パソコン等購入

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）

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 消費者向け啓発チラシの作成、講師による講座の開催 200               200                   チラシ作成、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

496               496                   

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） なし

（強化） 消費生活相談員専用のパソコンとプリンタを配備し、執務の効率化及び情報収集能力、苦情処理能力の向上を図る。

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）

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）

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） なし

（強化） 新たに悪質商法被害防止等のための啓発チラシを作成（８０００部）し、全戸配付。　講師を招き、町民を対象とした講座を開催。（１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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 496             千円

平成20年度の消費者行政予算 912             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,407          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 911             千円 前年度差 -1               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 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 1      

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 ○ 消費生活相談員専用パソコン及びプリンタ各１台を配備

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 北海道 市町村名 神恵内村 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014044 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 消費生活相談参考図書整備 30                 30                    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）

35                 35                    

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）

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） 消費生活担当者研修

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 啓発パンフレット作成 114               114                   啓発資材作成

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

179               179                   

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） 執務参考資料が乏しく、該当する相談団体へ紹介する程度。

（強化） 消費者六法等関連図書（９冊）を購入することにより、相談機能の向上を図る。

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）

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） 消費生活相談に適切に対応するための知識と技法を習得するため、札幌市で開催される道主催研修に相談員を参加させる。

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） 既存の消費者団体や行政からの情報を提供する程度。

（強化） 啓発パンフレット・チラシの作成（６００部）及び全戸配付により、村の現状にあった情報を提供し消費者教育の向上を図る。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 179             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 179             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 仁木町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014079 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

8                  8                      

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）

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） 消費者相談員研修等への参加

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 消費者被害防止啓発物（パンフレット）作成及び配布 125               125                   啓発資材作成

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

133               133                   

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）

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） 相談業務を担当する行政職員を道主催の研修に参加させることにより、資質向上と窓口体制の強化を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 消費者被害を未然に防止するため、啓発物（パンフレット）の作成（１４００部）、全戸配布により住民意識の高揚を促す。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 133             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 133             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 -                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

相談員数

人 人

- 人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 余市町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014087 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談員の専門的知識の充実 10                 10                    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）

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 1,192            1,192                啓発資材作成

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

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）

-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） なし

（強化） 相談担当職員の、相談内容充実のための専門図書の購入（消費者六法等）

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）

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）

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） なし

（強化） 高齢者及び学生の方々の、悪徳商法被害防止を図るための啓発物（手提げ袋１５００枚）並びにチラシ（９０００部）の作成。また、事業所の協力を対象とした啓発用マット（７枚）の作成。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,202          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

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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 赤井川村 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度014095 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

31                 31                    

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）

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） 担当相談員の道内研修への参加支援（２回）

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にパンフレットを作成・配布 344               344                   啓発資材作成

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

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）

-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）

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） 道内開催の研修を年４日間、受講する（２回）

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） なし

（強化） 地域住民へ消費被害防止支援のため、パンフレットを年に２回作成し、各戸配布する（１回につき千部作成）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 375             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 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                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

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

平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      

平成21年度末予定

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数 -      

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）

パンフレット等作成費

2,074                

325                   

224                   

平成 21

相談用個別ブースの増設、備品購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

旅費、研修出席に伴う会費負担金

325               

-

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） 224               相談員の道内及び国民生活センターの研修への参加支援（4名)

-

1,525                

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 北海道 市町村名 室蘭市

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）

1,525            

事業の概要

自治体コード

2,074            

⑫食品表示・安全機能強化事業

啓発用パンフレット、ワークブックの購入・配付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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

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）

年度

事業経費

消費生活センターの拡充

1113

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

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）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
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）
（既存）

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） 道開催の３日間研修、国民生活センター開催研修（養成講座）、日本消費者協会研修講座等への参加旅費を支援

⑭商品テスト強化事業

道開催の１日研修のみ開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

なし

（強化） 啓発用パンフレット（2500部）、トラブル防止ワークブック（1000部）を作成し、出前講座で配付する外、窓口に設置する。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 分庁舎２階に設置

（強化） 本庁舎１階に移転し、相談ブース等増設、備品購入費（電話機、パンフレットラック、プリンタープロジェクター等）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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）

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

人日

千円

4,447          

6,705          

2,074          

前年度差 184             4,631          

千円

千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人

人日

千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人時間／年

実施形態

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）



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

東京研修や札幌での２泊３日の研修へ参加○

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成20年度末

平成20年度末

相談員総数

平成20年度末 平成21年度末予定うち常勤職員の相談員 -      

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

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

-      

4      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

4      

平成20年度末

人

人

人

人

-      

4      

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）

都道府県名 北海道 市町村名 苫小牧市 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 12131 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）

需用費、役務費、工事請負費、備品購入費

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） 相談室改修、印刷機整備、住民周知経費、参考資料購入 2,748            2,748                

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）

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 1,960            1,960                旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

講師謝礼、消費者教育・啓発に必要な機材の購入経費

⑭商品テスト強化事業 商品の品質等評価を行い、消費者に情報を提供する 42                 42                    試買品購入費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 プロジェクター等を活用し、出前講座等の啓発活動を強化 1,075            1,075                

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

研修旅費、参考資料等購入の需用費、移動相談室の会場使用料

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） 多重債務者相談窓口の強化と被害者防止ネットワークの設置 147               147                   

合計 - 5,972            5,972                -

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）

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） パネルとクロススクリーンで間仕切りした相談室で、相談者のプライバシーの保護が不十分。

（強化） 相談室の改修（パーティションの設置。既存の書庫を相談室に改修）、印刷機・参考資料の購入、消費者センターの住民周知を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 消費者行政関係法令の説明会等への参加。

（強化） 研修会参加を支援し、相談対応力の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）

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）

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） 出前講座や研修会では、相談員が口頭で啓発活動している。

（強化） プロジェクターの活用で、啓発ＤＶＤなど視覚を通して参加者の理解度を高めることができる。

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 試買検査で商品の品質等評価を行い、消費者に情報を提供する。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 多重債務者相談は、消費者センターで対応している。消費者被害防止ネットワークは設置されていない。

（強化） 多重債務者相談を強化する目的で、あらたに市職員を1名配置し、消費者センターと連携して相談窓口を強化する。消費者被害防止ネットワークの創設。



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）

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

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）

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

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 11,958         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,972          千円

平成21年度の消費者行政予算 17,839         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 11,867         千円 前年度差 -91             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 10    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

10    人

相談員数

10    人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 10    うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の改修整備により、相談環境が向上する。

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 北海道 市町村名 登別市 自治体コード 12301 平成

対象経費

21 年度

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の拡充 1,218            1,218                相談室の事務用機器の設置、専門図書の購入、住民への周知

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）

273               273                   

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）

研修参加支援（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を支援

984               984                   

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）

パンフレット作成費

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 2,996            2,996                高齢者、若年者、一般向けのパンフレットの作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費者への啓発強化

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

5,471            5,471                

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）

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） 事務用機器は未整備（パソコン、プロジェクター等）、図書は必要に応じて相談員が自費購入

（強化） 事務用機器の設置、専門図書の購入、窓口周知のための冊子の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 相談員の宿泊を伴わない旅費について３回まで支給

（強化） 宿泊を伴う研修への参加、職員の研修会へ参加

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）

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） なし

（強化） 食品表示、安全分野に係るパンフレットの作成及び啓発、簡易テストキットの購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法に関する啓発文章を他の事業に抱き合わせで作成

（強化） 高齢者、若年者、一般向けのパンフレットを作成、啓発物品の購入

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）

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）



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）

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

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）

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

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 3,131          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,471          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,665          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 3,194          千円 前年度差 63               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 -      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 -      

-      人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

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

②研修参加支援 ○ 国センや道が主催する研修会への旅費を支給

③就労環境の向上 ○ 事務用機器や専門図書を購入

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 北海道 市町村名 豊浦町 自治体コード 15717 平成

対象経費

21 年度

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

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 職員研修支援参加

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 消費者被害の防止等 759               759                   町消費生活展等での啓発啓蒙及び町民へパンフレット等を配布し啓発

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

771               771                   

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）

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）

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）

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）

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） 現状なし

（強化） 職員のレベルアップのため札幌市で開催される研修に派遣（１名）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町消費生活展を開催し、教育・啓発を行う。また、町広報紙及びモニターだより等による啓発。

（強化） 既存の教育・啓発に併せ、啓発資材配付及び全町へのパンフレット等の配布により、啓発を図る。

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）

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）



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）

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

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）

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

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 657             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 771             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,221          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 1,450          千円 前年度差 793             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 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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 北海道 市町村名 壮瞥町 自治体コード 1570 平成

対象経費

21 年度

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

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）

70                 70                    

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）

普通旅費

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） 町担当職員の北海道内で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 高齢者講演会の開催、リーフレット全戸配布 272               272                   講師謝礼、印刷製本費、消耗品費

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

342               342                   

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）

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）

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）

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）

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） 道内で開催される研修に職員を派遣

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者用パンフレット（１５００部）の作成及び全戸配付、高齢者向け消費者講演会の開催

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）

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）



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）

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

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）

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

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 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 342             千円

平成21年度の消費者行政予算 342             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 -                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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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 北海道 市町村名 白老町 自治体コード 015784 平成

対象経費

21 年度

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

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）

96 96

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）

旅費、講習会参加費用

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）
消費生活相談員及び相談業務に携わっている職員を国
民センター及び北海道等が主催する研修に派遣すること
により、専門分野を含む相談対応能力の向上を図る。

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

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

96                 96                    

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）

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）

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）

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）

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）
国民生活センター及び道主催市町村消費者行政研修会等への相談員、職員の参加を促し、専門分野を含む相談対応能力の向上を
図る

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

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）



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）

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

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）

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

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 2,103          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 96               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,194          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 2,098          千円 前年度差 -5               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 -      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 -      

-      人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

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

②研修参加支援 ○ 国民センター及び道主催市町村消費者行政研修会等への相談員及び職員の派遣

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 北海道 市町村名 洞爺湖町 自治体コード ０15849 平成

対象経費

年度

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

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）

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 啓発品及び町広報誌による町内及び窓口での啓発活動の 590               590                   パンフレット、啓発資材の購入、町広報誌による啓発

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

590               590                   

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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） 町内イベント（成人式、文化祭、表彰など）における啓発資材（ティッシュ、ゴミ袋、パンフレット、シール）の配付、広報誌の増ページによる

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）

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）



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）

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

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）

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

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 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 590             千円

平成21年度の消費者行政予算 690             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 100             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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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 北海道 市町村名 安平町 自治体コード 15857 平成

対象経費

21 年度

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

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） 執務参考図書を購入することによって職員の知識を高める 19                 19                    執務参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

7                  7                      

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）

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） 町担当職員の北海道主催の研修への参加支援（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 64                 64                    振り込め詐欺防止のためポケットティッシュ配付・ミニのぼり購入費

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

90                 90                    

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）

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）

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

（強化） 執務参考図書を購入することによって職員の知識を高める

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）

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） 北海道が開催する研修に、町担当職員を参加できるように旅費を支援（２日間×２回／札幌市にて開催）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者の振り込め詐欺被害防止のためのポケットティッシュ配布・金融機関等にミニのぼり設置

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）

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）



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）

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

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）

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 90               千円

平成21年度の消費者行政予算 91               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                千円 前年度差 1                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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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 北海道 市町村名 むかわ町 自治体コード 1586 平成

対象経費

21 年度

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

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）

20                 20                    

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）

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（相談窓口）担当の相談レベルアップのための研修会

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、全世帯にリ－フレットを配布 100               100                   リ－フレット作成費

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

120               120                   

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）

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）

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）

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）

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） 職員（相談窓口）担当の相談レベルアップのための研修会参加

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため、全世帯にリ－フレットを配布

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）

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）



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）

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

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）

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

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 45               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             千円

平成21年度の消費者行政予算 144             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 24               千円 前年度差 -21             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 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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）

443                   

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

300                   

旅費143                   

300               啓発資材購入費

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）

消費者被害防止啓発用回覧板作成し、被害の未然防止
を図る

- -

自治体コード

443               

143               

都道府県名 北海道 市町村名 日高町

事業の概要 事業経費事業名

担当職員を各種研修へ参加させ、相談業務のレベルアッ
プを図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度016014

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
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）
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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）

（強化）

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
（既存）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

（強化）

（強化）

（強化）
自治会等への情報提供用の用箋挟み（回覧板）を作成し、町内各自治会に配付することにより、地域住民に対し悪徳商法被害防止の
注意喚起するとともに、消費者被害の未然防止強化を図る。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

国民生活センター、北海道主催等の各種研修会に参加し、担当職員の消費者相談のレベルアップを図る。

なし

（強化）

（強化）

（強化）

なし

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

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

443             

443             

人

人日

千円前年度差 -                

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

-                  千円

千円

年間実地研修受入総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数

（強化）

人

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

年間研修総日数

対象人員数

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）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

①報酬の向上

④その他

処遇改善の取組

うち常勤職員の相談員

平成20年度末 相談員総数

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

平成20年度末

平成20年度末 相談員数

相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人-      相談員総数

相談員数

-      

人

人

人

人



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）

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 北海道 市町村名 平取町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 016021 平成 21

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

講師謝金、講師旅費、会場費、教材費

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） 消費生活相談に従事する職員の研修への参加支援 39                 39                    旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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） 消費者行政に係る研修を実施 50                 50                    

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

啓発パンフレット作成

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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 161               161                   

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

- 250               250                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

（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）

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） これまでに加え、道・国民生活センター主催の研修に複数回参加できるよう旅費を支援

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）

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） なし

（強化） 消費生活相談に従事する職員を対象とした研修を実施（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） 明確な消費者行政予算がなく消費者行政の研修参加回数に制限がある

（強化）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のためのパンフレット作成（４種類×2600部）及び全戸配付

⑭商品テスト強化事業
（既存）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             千円

平成21年度の消費者行政予算 250             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 -                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 -      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

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 -      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 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 新冠町 自治体コード 016047 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

35                 35                    

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）

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） 相談業務に携わっている職員の相談能力の向上を図る

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
啓発及び広報・周知により地域住民の消費者被害の未
然防止を図る

100               100                   パンフレット印刷

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

135               135                   

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）

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） 道主催研修に年１回参加

（強化） 上記に加え、相談業務に携わっている職員の相談能力をより一層向上させる為に札幌市等で開催される専門研修に参加する。

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） なし

（強化） 啓発用パンフレット（1000部）、啓発用シール（1000部）作成し全戸配付を行う。

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）

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

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

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 135             千円

平成21年度の消費者行政予算 135             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 -                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 -      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

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 -      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 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 様似町 自治体コード 010608 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談体制の強化 388               388                   関係図書、事務用機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

67                 67                    

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）

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 156               156                   啓発パンフレットの作成、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

611               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）

（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） なし

（強化） 消費者六法等の法令書の購入、相談窓口案内板の作製、各種啓発パンフレット用のカタログスタンドの購入により窓口機能の強化を図る。

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）

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） 道や経産局等が主催する消費生活に関する研修会に担当職員を参加させ、職員の資質向上を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 啓発用パンフレット（2500部）及びシール（2500枚）を作成し、全戸配付を行う。

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）

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

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

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 70               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 611             千円

平成21年度の消費者行政予算 681             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 70               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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 えりも町 自治体コード 016098 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

32                 32                    

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）

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（町職員）の研修への参加

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 506               506                   啓発チラシ・パンフレット等

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

538               538                   

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）

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） 道が主催する１日間の研修の参加

（強化） 上記に加え、職員の更なるレベルアップを図るため、道や経産局等が主催する専門的研修へ職員を派遣（２回）

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） なし

（強化）
啓発用チラシ・パンフレット（各2100部）を作成し全戸配付を行う。振り込め詐欺用啓発パンフレット・シールを作成（600枚）し老人クラブ
等に配付する。

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）

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

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

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 15                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 538             千円

平成21年度の消費者行政予算 542               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 4                千円 前年度差 -11             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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 新ひだか町 自治体コード 016101 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

163               163                   

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）

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） 相談担当者への研修等参加支援

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 講習会の開催、パンフレットの作成・配付、啓発看板の作成 2,786            2,786                看板設置、パンフレット作成、講師謝礼

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

2,949            2,949                

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）

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） 相談担当者１名の年１～２回の研修会等の参加

（強化） 上記に加え、相談担当者４名の年４回程度の研修会等の参加

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） 年数回、町広報にて周知

（強化） 国道への啓発看板の設置、分かりやすいオリジナルパンフレットを作成（12500部）し、全戸配布する。消費者向け講演会を開催する。

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）

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

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

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 167             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,949          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,099          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 150             千円 前年度差 -17             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 -      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

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 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

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数



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）

臨時職員賃金・交通費・雇用保険

1,217                

平成 21

センター移設工事費, PIO-NET移設費
機材・事務機器設置費, 執務参考資料購入費
多重債務相談窓口「くらし支援室」開設費

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

有資格者3名，無資格者6名

出前講座用備品, 啓発用品

724               

-

724                   

6,654                

多重債務相談窓口への非常勤職員の配置

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,217            消費者教育・消費者被害防止のための啓発の強化

函館市

3,951                

762                   762               

都道府県名 北海道 市町村名

相談員の研修への参加支援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）

-

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事業名

多重債務相談窓口「くらし支援室」開設（H21.4.1）
消費生活センターの移設拡充（H21.5.1）

自治体コード

6,654            

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

3,951            ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

事業経費

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）

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

年度012025

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

弁護士・司法書士謝礼金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）

（強化）

（強化）

国民生活センター等外部機関により実施されている研修に相談員を派遣

（強化）

（強化）

講話を主とした各種講座の開催および出前講座の実施

（強化）
出前講座用備品の購入（ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｱﾝﾌﾟ、ﾋﾞﾃﾞｵ一体型DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ）、啓発物品の購入（ｴｺﾊﾞｯｸ、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、ﾏｳｽ
ﾊﾟｯﾄﾞ）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）
⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（既存）

相談員の実費による参加

多重債務専門相談窓口の新設による消費者行政の活性化を図るための人的体制整備を図る（臨時職員１名）

なし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）

消費者ｾﾝﾀｰの移設（棒二森屋デパート７階35.5㎡→６階77.4㎡）に伴う内装･改修工事、事務用什器･機器の購入（受付ｶｳﾝﾀｰ、相談
用ﾃｰﾌﾞﾙ及び椅子、ロッカー、パーテーション、案内板、ＯＡ機器、ＤＶＤﾌﾟﾚｰﾔｰ、啓発用ﾃﾚﾋﾞ、ＩＣﾚｺｰﾀﾞｰ他）、執務参考資料の購入
（くらしの豆知識、啓発用ビデオ他）、多重債務相談窓口新設（市役所内50㎡）に伴う備品購入（ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、書庫、相談用ﾃｰﾌﾞﾙ及び
椅子）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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）

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

6,654          

人

人日

16,213         

法人募集型

実地研修受入人数

千円

880             

千円

760                

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

12,040         

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

年間研修総日数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

1      

対象人員数

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

人時間／年

千円前年度差 4,173          

千円

千円

22,867         



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
多重債務相談を専門に行う窓口の新設により，業務の棲み分け等相談員の業務
内容改善

研修旅費の支援による経済的負担の軽減とスキルアップ意欲の向上

①報酬の向上

平成20年度末

○

○
消費生活センターの拡充整備により相談者のプライバシーおよび相談員の執務
環境の改善

処遇改善の取組

うち常勤職員の相談員 相談員数

平成20年度末

相談員総数

平成20年度末

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

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

6      

人

人

5      

5      

人

人

平成20年度末 人6      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）

都道府県名 北海道 市町村名 北斗市 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 012360 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）

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）

事務室の改修、機材･事務用機器の設置、執務参考資料購入

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）
事務室の改修等により執務環境の改善及び苦情処理能
力の向上を図り、消費生活相談窓口の強化を図る。

1,598            1,598                

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）
北海道が開催している研修会等に相談員を派遣し、専門
的知識の習得を図る。

220               220                   研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
法律の専門家等を講師として招き、日常の相談業務等で
の事例による研修を行い相談業務の充実を図る。

140               140                   

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）

教材購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座を実施することにより、地域住民に対する問題
意識の喚起と消費者被害の未然防止を図る

87                 87                    

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

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 - 2,045            2,045                -

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）

（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） 消費生活相談専用の相談室がなく、選挙管理員会の事務局を間借りして相談業務を行っており、長時間に及ぶ相談業務に支障をきたしている。

（強化） 専用の相談室ができることにより、他部署の業務等を気にせず相談業務が行えることにより、相談能力の向上が図られる。

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） 市単費による予算では研修費等の予算措置が困難であったため、専門的知識や相談実務の習得が難しい。

（強化） 交付金が見込まれることにより、研修費等の予算措置が可能となり、日常の実務に合わせた研修が可能となり相談業務能力の向上が図られる。

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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） 市単費による予算では研修費等の予算措置が困難であったため、専門的知識や相談実務の習得が難しい。

（強化） 交付金が見込まれることにより、研修費等の予算措置が可能となり、各種研修会等への参加が可能となり、相談業務能力の向上が図られる。

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） 出前講座等を実施しているが、教材等の措置ができず、参加者へ対しての充分な教育啓発が出来ていない。

（強化） 教材等の措置が出来ることにより、参加者や住民に対し消費者生活問題への意識の向上や消費者被害の未然防止が図られる。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,045          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,218          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,283          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 1,238          千円 前年度差 20               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

相談員数

人 人

2      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 2      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

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      

②研修参加支援 ○ 各種研修会等への参加をさせ相談員の資質の向上を図る。

③就労環境の向上 ○ 専用の消費生活相談室を設置し相談業務に専念できる環境を整備する。

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 北海道 市町村名 松前町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013315 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

183               183                   

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）

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） 消費生活相談担当職員の実務的研修参加（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、広報・周知・啓発 24                 24                    啓発情報（ニュース）等の広報誌への折込手数料

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

207               207                   

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）

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） 相談を担える者２名を養成するために実務的研修に参加

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） なし

（強化） 消費者被害防止のための広報・周知・啓発

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 207             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 207             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 -                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

相談員数

人 -      人

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 福島町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013323 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

74                 74                    

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）

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（町職員）の道内での研修への参加支援（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、消費生活相談の開設 22                 22                    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

96                 96                    

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）

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） 道開催の研修に相談員（町職員）１名を年２回参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 消費者トラブル防止に関する講習会を開催（２回）、相談員（町職員）及び弁護士による消費生活相談を開設（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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 96               千円

平成20年度の消費者行政予算 12               千円

平成21年度の消費者行政予算 108             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 12               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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 知内町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013331 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

189               189                   

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）

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） 消費者生活相談員等レベルアップ事業　

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者行政活性化オリジナル事業　 29                 29                    講師謝金・講師旅費

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）

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） 札幌市で開催される研修を受講させることにより、担当職員のレベルアップを図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 高齢者及び一般町民を対象とした講演会を開催することにより消費者教育の推進を図る。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 218             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 218             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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 木古内町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013340 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

70                 70                    

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）

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） 消費者行政担当者の研修会への参加支援

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 消費者被害未然防止のための教育・啓発 930               930                   啓発資材及びパンフレット作成費

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

1,000            1,000                

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）

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） 道内開催の研修会に消費者行政担当者２名が参加できる旅費を支援

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） なし

（強化） 新たに消費者を対象とした啓発及び被害事例パンフレット（3300部）、啓発資材（エコバック、ティッシュ各1500個、のぼり旗３３枚）を作成

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          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 1,000          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 -                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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 七飯町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013374 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 窓口案内看板、事務用機器の設置等 879               879                   周知看板の設置費、機器購入費、参考資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

256               256                   

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）

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） 相談員の道内で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 消費生活の知識広報連載、啓発用リーフレット購入配布等 390               390                   町広報紙の印刷、リーフレット購入

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

1,525            1,525                

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） 商工観光課内に消費生活相談窓口を設置、消費生活相談員１名配置、毎週月・水の２日間を有資格者の相談日として設定

（強化） 相談窓口の周知啓発強化、相談者の証拠品を写真記録、パソコンによる情報提供によるサービス向上

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）

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） 有資格の消費生活相談員及び町一般職員の道内消費生活相談実務研修参加のための旅費

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） なし

（強化） 町広報紙による「はい、こちら消費生活相談です。」Ｑ＆Ａの毎月連載と、リーフレットの窓口設置等、町民への広報啓発の拡充

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,525          千円

平成20年度の消費者行政予算 870             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,402          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 877             千円 前年度差 7                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 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 ○ 道内の研修参加のための旅費支給

③就労環境の向上 ○ 委託業務から非常勤の直接雇用に切り替え

④その他 ○ 参考資料、事務用品等を町予算で措置



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）

都道府県名 北海道 市町村名 鹿部町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013439 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

214               190                   

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）

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） 相談に従事する町職員の研修への参加

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広報 384               380                   パンフレットの購入

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

598               570                   

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）

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） 相談に従事する町職員が旅費の発生しない管内の研修に参加。

（強化） 相談に従事する町職員が札幌で開催される研修会に１日間日程で年５回、２日間日程で年１回参加。

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） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット等を購入。全戸に配布。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 570             千円

平成20年度の消費者行政予算 46               千円

平成21年度の消費者行政予算 616             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 46               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

相談員数

人 人

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 森町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013455 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談体制の強化 16                 16                    参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

41                 41                    

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）

研修旅費(森～札幌間JR利用)

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

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 不当な商法による被害を防止するための啓発 48                 48                    啓発用チラシ作成費

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

105               105                   

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） なし

（強化） 参考図書の整備により相談体制の強化

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）

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） 道主催研修に消費生活相談従事職員を受講させることにより職員の資質向上を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 不当な商法による被害を防止するための啓発用チラシを配布

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 105             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 105             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 -                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

相談員数

人 -      人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 八雲町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013463 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

115               115                   

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） 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 悪質商法被害防止のためのセミナー開催、広報による周知 168               168                   セミナー開催、広報周知

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

283               283                   

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）

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） 道主催の研修会に相談員２名が参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化）
悪質商法被害防止のためのセミナー開催、広報誌により悪質商法被害に関する情報提供を行う（２／５ページ、月１回×１２ヶ月、全戸
配付）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 283             千円

平成20年度の消費者行政予算 210             千円

平成21年度の消費者行政予算 535             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 252             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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 長万部町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

21 年度013471 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 消費者被害防止のための相談体制の整備 13                 13                    図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

37                 37                    

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）

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（町職員）の道内での研修への参加支援（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 246               246                   パンフレット作成費

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

296               296                   

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） なし

（強化） 消費者被害防止のための図書購入費

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）

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） 道開催の研修に相談員（町職員）１名を年２回参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 消費者被害防止のためのパンフレット作成配布

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 296             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 296             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 -                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

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

平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人

平成21年度末予定

人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数

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）

年度０１３６１

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

相談所の拡充

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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） 相談員養成の実務研修への参加

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

541               

合計

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

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）

江差町

事業名

都道府県名 北海道 市町村名 自治体コード

681               

92                    

町民の消費生活知識の向上を図る為の広報・周知

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）

-681                   

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）

平成

旅費、受講料

対象経費

48                    48                 パンフレット作成費、配付手数料

21

541                   事務用機器、関連図書の購入及び住民周知経費

基金（交付金相当
分）対象経費

92                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化）

（既存）

なし

パソコン、デジタルカメラ等の購入、関連図書の購入、住民周知のための説明会の開催

管内開催の研修には、町費より参加

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

（強化）

（既存）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

道内の研修に年２回・管内研修に年２回参加できるよう旅費を支援

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

悪質商法被害防止のための啓発チラシを作成し、全町民対象に配布

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（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）

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的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）
（既存）

（強化）

消費生活被害防止のためのチラシを作成し、構成団体の長へのみに配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

（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）

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

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

人時間／年

千円前年度差 5                

千円681             うち基金（交付金相当分）対象経費

自治体参加型

参加者数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人日

680             

1,366          平成21年度の消費者行政予算

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

（強化）

人

千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

実地研修受入人数

685             

千円

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

（既存）

年間実地研修受入総日数

人日

人



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

人1      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

1      

人

人

人

人

うち常勤職員の相談員 相談員数

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

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

うち非常勤職員の相談員

○

○ 消費者行政に係る事務機器及び啓発資材の充実

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

道の研修参加のための旅費を支援



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）

年度都道府県名 北海道 市町村名

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 013625 平成 21上ノ国町

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）

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）

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）

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） 担当職員の研修参加支援 247               247                   旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

パンフレット作成費

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物作成 462               462                   

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

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 - 709               709                   -

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）

（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）

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） 道内（札幌等）開催の対象研修に担当職員を参加できるよう旅費等を支援

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） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発物等作成

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 709             千円

平成20年度の消費者行政予算 1                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,522            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 813             千円 前年度差 812             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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 厚沢部町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度13633 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

99                 99                    

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）

研修参加に必要な旅費

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） 消費者相談業務担当職員の実務的研修への参加

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パンフレット作成、住民配布 299               299                   パンフレットの印刷経費

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

398               398                   

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）

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） 北海道消費者協会の主催する「市町村消費生活相談員研修」へ年２回参加

（強化） 新たに北海道の主催する「消費生活相談員等レベルアップ研修」へ年３回参加

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） なし

（強化） 新たに住民向けの消費者被害防止啓発パンフレットを作成し、継続的（３ヶ月毎を目安）に配布することで、消費者教育及び被害防止啓発を図る

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 398             千円

平成20年度の消費者行政予算 50               千円

平成21年度の消費者行政予算 448             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 50               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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 乙部町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013641 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

147               147                   

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）

旅費等

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） 相談業務等に従事する職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 843               843                   パンフレットの作成費、研修会、出前講座の開催

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

1,030            1,030                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 地域の有識者等による各相談事案への対処・指導 40                 40                    
自治会役員等の有識者が、地域における消費者教育の推進や
意識啓発等を行った場合の謝金

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）

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） 地区単位の講習のみ参加

（強化） 相談業務に従事する職員が道開催の研修等に参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 消費者のための啓発パンフレットの作成、研修会や消費者相談の出前講座の開催

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）

（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）

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

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） 地域の有識者等による個別相談事案への対応・指導

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,030          千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,044            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 14               千円 前年度差 9                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

相談員数

人 -      人

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 奥尻町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013676 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

111               111                   

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）

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広報啓発 449               449                   広報啓発物購入費

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

560               560                   

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）

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） 支庁管内の研修には予算の範囲内で参加。

（強化） 都市部の研修に職員1名を年1回以上参加できるように旅費を支援。

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） 特になし

（強化） 被害防止のための啓発物を購入し、消費者に配布する。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             千円

平成20年度の消費者行政予算 48               千円

平成21年度の消費者行政予算 660             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 100             千円 前年度差 52               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

相談員数

人 人

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 今金町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度1370 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

80                 80                    

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）

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） 町職員の研修会の参加

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啓発 60                 60                    パンフレットの作成、詐欺防止説明会の開催。

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

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

パンフレットを作成し全戸配布し詐欺防止に努める。老人クラブ集会、女性会集会等で詐欺防止説明会の開催して被害防止に努める。

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）

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） なし

（強化） 町職員の消費者被害防止の基本的知識レベルを上げるため研修会に参加する。

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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）

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） なし

（強化）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 140             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 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                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

相談員数

人 -      人

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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

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 北海道 市町村名 せたな町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度013714 平成

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

70                 70                    

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）

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） 研修会へ参加し、相談対応能力の向上を図る。

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 パンフレットを配布し、啓発活動の強化を図る。 249               249                   パンフレット作成費

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

319               319                   

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）

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） 相談業務に携わっている職員が、研修等に参加し相談対応能力の向上を図る

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 啓発パンフレットでの周知を実施し、住民の意識向上及び啓発活動の強化を図る

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 319             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 319             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 -                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

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

平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人

平成21年度末予定

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

012041

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

弁護士への謝礼等

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費生活相談に係る専門図書の購入，消費者貸出用啓
発ビデオ購入

361

事業の概要

都道府県名

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）

自治体コード

2,161            2,161                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

北海道 市町村名 旭川市

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）

-

弁護士の専門的知識を活用した消費生活相談への対応
力強化

1,296 1,296

504

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） 相談員の道内及び道外研修参加支援(14名)

361

研修参加支援旅費

平成 21

執務参考資料購入，センター機能拡充のための消費者貸出用
ビデオの購入

対象経費

年度

-

504



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

なし

（既存）

国民生活センター及び道開催の研修への参加支援（相談員11名，相談業務に携わる一般職員3名)

（強化）

（強化）

なし

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

事業名

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（既存） 年間２万円程度参考図書を購入

（強化） 更に相談員用参考図書（12冊）及びセンターに設置している消費者貸出用啓発ビデオ（６本）を購入し、機能強化を図る。

弁護士をオブザーバーとして相談窓口に配置し、相談員への助言により相談員の資質向上を図る。
⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）
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）
（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

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

実施形態

（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）

研修参加・受入要望

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

人日

人日

人

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

追加的総費用

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

14,412

2,161          

人

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

12,251         千円前年度差 -513           

千円

12,764



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

12    相談員総数平成20年度末

人

人

人 人

12    12    

12    

人

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

人

人

相談員数

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

相談員数

平成20年度末うち常勤職員の相談員

相談員総数

平成20年度末

平成20年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

○ 国民生活センター及び道開催の研修参加のための旅費

具体的内容

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）

地域見守り員及び関係機関との意見交換 39 39

合計 - 8,043            8,043                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

会場費など

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）

消費者問題講座の開催、啓発パンフの作成、出前講座
の強化

            1,559                 1,559

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

講師謝金・旅費・会場借上料、印刷製本費、広告料、啓発資材
購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

多重債務の弁護士相談など弁護士不在を補完する 160 160

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）

国セン講師・司法書士などを招聘し研修会を開催 140 140

弁護士などの謝金・旅費など

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

謝金・旅費・会場借上料・教材費など

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・北海道が主催する研修会に参加 375 375 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

既存事務所の改造（入口ドアの自動化及び備品購入）等 5,770 5,770

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）

事務所改修、備品購入費

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）

012203 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）

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

自治体コード都道府県名 北海道 市町村名 士別市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 消費者被害防止ネットワークを組んでいるが、市民への周知はまだまだ不十分である。

（強化） 士別市が「地域見守り員」の配置にむけ、関係機関と連携し消費者問題について情報を共有するため会議を開催する。

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） くらしの講座・まなびとくらしのフェスティバルの開催により消費者啓発、ターゲットになりやすい地域の重点啓発、出前講座の開催

（強化）
「だまされない消費者」塾の開催により、「地域見守り員」の配置に向けた足がかりを展望。啓発ステッカーの作成、啓発パンフレットの作
成、出前講座の開催

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） なし

（強化） 弁護士・司法書士をオブザーバーとして相談窓口に配置し、日常寄せられる苦情処理内容に対する助言や改善策を話し合う。

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） 一名の専門相談員（臨時職員）を配置しているが、現場対応があるため研修会には多く参加できない状況。

（強化）
専門相談員の増員及び担当職員との連携強化により研修参加機会を確保するとともに、国セン、道の開催する研修会等に相談員等を
参加させ、資質向上を図る。

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） 研修会は開催していない。

（強化） 弁護士、司法書士などを講師として研修会を開催、相談員及び担当職員の資質向上を図る。

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） 玄関が手動ドア、事務室にも段差があり、相談は事務室内にて行っている状態。

（強化）
玄関などのユニバーサルデザイン化し、専用相談ブースを２カ所設置。書庫、パソコン、間仕切りパネル、相談用テーブル等を購入し相
談環境を向上。

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）



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）

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

前年度差 432             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 5,834          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,043          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,402 千円

平成21年度の消費者行政予算 13,877 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び北海道の行う研修に参加する旅費を支給する

③就労環境の向上 ○ 事務室改修により環境改善。

相談員数 2

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

2      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

800               800                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

545 545 パンフレットの作成、講演会の開催

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

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

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）
相談員及び担当職員の道内及び道外研修への参加支
援（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

30 30 謝金、旅費等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

225 225

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
専門家を窓口に招き、相談員、担当職員を対象にした研
修会を開催

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度012211 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 名寄市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 啓発パンフレットを作成（2600枚）及び全戸配付。啓発グッズ（1000枚）の購入。出前講座の開催（１回）

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（道外研修は認められていないので参加できなかった）

（強化） 道内及び道外開催の研修会に参加できるよう旅費を支援（国民生活センター主催研修に２回参加）

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） なし

（強化） 司法書士等を講師として招き、研修を開催する。

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）



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）

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

前年度差 -8               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 3,773          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,781 千円

平成21年度の消費者行政予算 4,573 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 〇 道内及び道外の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,238            1,238                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

210 210 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

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広報･周知

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） 相談員養成の実務的研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

484 484

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器の整備、参考書籍の充実

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの充実強化 544 544

21 年度010229 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 富良野市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに啓発用チラシを20000枚作成し、広報誌に織り込むことにより配付する。

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） なし

（強化） 国民生活センター等により実施されている研修に相談員を参加させることにより資質向上を図る。（4回）

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） なし

（強化） 事務用機器（パソコン、ラック、ＯＡチェア、サイドテーブル）の導入、執務参考図書（消費者六法等）の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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

前年度差 -23             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 5,432          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,238          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,455 千円

平成21年度の消費者行政予算 6,670 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

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）



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

相談員数 5

②研修参加支援 ○ 各種研修会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 事務用機器の整備、参考図書の整備

相談員数

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

5      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 5

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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 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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

209               209                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

183 183 啓発資材の購入、説明会の開催

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

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

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） 担当職員の道内での研修への参加（1名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

26 26

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度014524 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 鷹栖町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 専門化を招き消費生活担当職員及び一般消費者を対象とした研修会を開催（１回）、高齢者用パンフレットの作成(1500部）及び配付

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） 北海道等により開催される研修に相談業務担当職員を派遣することにより相談対応能力の向上を図る。

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）

（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）

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

前年度差 -                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 3                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 209             千円

平成20年度の消費者行政予算 3 千円

平成21年度の消費者行政予算 212 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

548               548                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

548 548
副読本制作費、クーリング・オフ専用はがき制作費、チラシ制作
費、講師謝礼及び旅費

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

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
各世帯に常備用として副読本及びクーリング・オフ専用は
がき、チラシを配布。専門家を招いて町民対象のセミナー
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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度014541 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 当麻町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 広報紙、防災行政用無線にて啓発・周知。

（強化） 各世帯用として副読本及びチラシ、クーリング・オフ専用はがき（各3400部）を作成し全戸配布。専門家を招いて町民対象のセミナーを開催（１回）。

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）

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 548             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 548 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

600               600                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

600 600 啓発用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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度014583 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 東川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに広報周知用のパンフレット及びシール（各3200部）を作成し全戸配付を行う。

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）

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

平成20年度の消費者行政予算 0 千円

平成21年度の消費者行政予算 600 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

458               458                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

89 89 講師謝金、講師旅費

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

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 悪質商法防止セミナーの開催

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

369 369 大判インクジェットプリンタ購入費

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） ポスター作成用プリンタの整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度014681 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 下川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 一般消費者を対象とした悪質商法防止セミナーの開催（１回）

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）

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） なし

（強化） 悪質商法等に対する注意喚起などのポスター作成用大判インクジェットプリンタの整備

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）



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）

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

前年度差 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 420             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 458             千円

平成20年度の消費者行政予算 100 千円

平成21年度の消費者行政予算 878 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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,506            1,506                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

592 592 パンフレットの作成・配布、タワー設置看板の作成

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

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・周知

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） 担当職員の道内研修への参加支援（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

823 823 事務用機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

91 91

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談窓口の拡充・強化

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度014699 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 美深町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
町・消費者協会共催で悪質商法・振り込め詐欺・資源再生等のセミナーを実施。同様に街頭啓発を年１回実施。道及び道消費者協会
等から配布されるポスター・チラシなどを活用し、消費者に対し啓発活動を実施。

（強化）
新たに悪質商法・振り込め詐欺等の被害防止のためのパンフレットを作成（2500部）及び全戸配布。悪質業者を追放するため、タワー縦
看板を作成し町入り口に設置する（３枚）。

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） 道開催の研修会に相談担当職員が参加（上川支庁２回）

（強化） 上記に加え、道開催の研修（札幌市）及び上川支庁での研修に相談担当職員１名を派遣

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） 相談窓口の設置のみ。

（強化） 相談行政の拡充のため、パソコン、スクリーン、プロジェクター、大判プリンター、デジタルカメラ等を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



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）

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

前年度差 -13             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 208             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,506          千円

平成20年度の消費者行政予算 221 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,714 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

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）



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

①報酬の向上

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

うち非常勤職員の相談員 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数

人

平成21年度末予定

-      人

人

人

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

平成20年度末 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 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）

旅費、研修会開催、啓発パンフレット作成

200                   

300                   

研修旅費

-

1,499            

平成 21

消費者相談窓口の個室化、機材・事務用機器の設置、参考資
料購入、拡充に関する住民への周知

対象経費

年度01212

2,301                

市町村名 留萌市 自治体コード

消費生活センター機能の強化

200               

-

セミナー開催委託料1,499                

消費生活相談員（有資格・無資格）の研修活動の支援

事業経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 北海道

基金（交付金相当
分）対象経費

事業名

消費生活相談員の研修活動の支援、啓蒙啓発活動

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

4,300            4,300                

2,301            

300               

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者講演会及び消費者教育･啓発セミナーの実施

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

消費生活相談員等の研修活動の支援、研修会開催、啓発パンフレットの配布

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

消費者被害を未然に防止するため、消費者教育・啓発の専門化を招いてセミナーを開催する。（１日間）

実績無し

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

相談内容の充実のため、消費生活相談員等のレベルアップと育成を図る

相談室がなく、事務室で対応

消費者相談窓口を強化するため、地域の消費者が安心して相談できる環境を整備する（強化）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

（強化）

（既存）

相談員が道協会開催の研修に自費で参加

（強化）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

実績無し

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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）

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

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）
（強化）

人

人日年間研修総日数

千円

実地研修受入人数

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の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

-3,893         

人日

1,562          前年度差

千円

5,455          

平成21年度の消費者行政予算

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

千円

5,862          

4,300          

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数

法人募集型

人

人時間／年

千円

追加的総費用

（既存）



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

平成21年度より消費生活相談員等の研修参加の旅費を支援する○

○ 業務能率や能力の向上のため、機器や参考図書等を整備する

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

具体的内容

平成21年度末予定

平成20年度末

平成20年度末

うち常勤職員の相談員

平成20年度末

相談員総数

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

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

人

3      

3      

人

人

人

平成20年度末 人相談員総数 3      



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 北海道 市町村名 増毛町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

014818 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）

74                 74                    

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）

研修会参加旅費

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） 町担当職員のレベルアップ強化研修会参加

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 消費者啓発用リーフレットの作成及び全戸配布 30                 30                    リーフレット作成費

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

104               104                   

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）

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）

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）

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）

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） 町担当職員が道主催研修に参加するための旅費等を支援

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発用リーフレットの作成及び全戸配布（２５６０部　悪質商法等に対する消費者啓発）

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 104             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 104             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 千円前年度差 -                



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 小平町 21 年度014826 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 業務効果や能率向上のためのインフラ整備 1,276            1,276                
パソコン周辺機器、啓蒙啓発用プロジェクター等、執務参考図
書等購入、ステッカー配布

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

605               605                   

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）

研修会への参加旅費（２名分）

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） 相談業務に従事する者の各種研修への旅費支援

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 高齢者への啓蒙啓発事業、広報折込での消費者被害防止のリーフレット配布 452               452                   各種リーフレット等の購入

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

2,333            2,333                

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）

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）

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） 消費相談専門窓口無

（強化） 相談窓口の業務効率や能力の向上のため、必要な機材、事務用機器及び参考図書を購入。

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）

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） 管内で開催されている研修へ参加

（強化） 道内及び国民生活センターで実施する消費者相談に関する研修等に相談員を参加させ、相談員の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）

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）

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） 実施無

（強化） 高齢者に対し、悪徳商法被害防止等の講座等を実施し、啓蒙啓発活動の強化を図る。また、町内全世帯にリーフレットの配布。

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,333          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 2,333          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 千円前年度差 -                



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 苫前町 21 年度14834 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

104               104                   

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）

研修会への参加旅費

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） 相談業務を担当している職員２名の相談技術向上を図る

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 悪徳商法等の被害防止に向けた講座及び通信の発行 179               179                   消費者講座の開催（年２回）、消費者通信の作成

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

283               283                   

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）

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）

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）

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）

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） 支庁管内で開催している研修への参加

（強化） 道内（札幌市等）で開催される研修会及び支庁管内で開催される研修への参加

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町内で開催される各種講座において担当職員が情報提供を行うとともに、町広報誌・回覧等により情報提供

（強化） 専門的な知識を有している講師を招いて講座を開催。広報誌による周知。年３回の全町回覧による新たな情報提供の実施

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 283             千円

平成20年度の消費者行政予算 52               千円

平成21年度の消費者行政予算 327             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 44               千円 千円前年度差 -8               



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 羽幌町 21 年度14842 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

60                 60                    

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）

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） 相談員の道内研修への参加支援

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 506               506                   消費者、高齢者向けのうちわ・シール等の作成費

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

566               566                   

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）

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）

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）

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）

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） 道開催の研修へ相談員1名を参加出来るよう旅費の支援。

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 訪問販売お断り、振り込め詐欺、クーリング・オフの周知を図る。特に高齢者（高齢者世帯）への周知を図る。

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 566             千円

平成20年度の消費者行政予算 175               千円

平成21年度の消費者行政予算 741             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 175             千円 千円前年度差 -                



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 初山別村 21 年度14851 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

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）

研修会等旅費

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） 相談に従事する者の消費者行政にかかる研修参加（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 被害未然防止のための啓発（全戸配布） 132               132                   啓発チラシ購入費

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

176               176                   

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）

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）

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）

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）

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） 北海道等主催の研修に担当者が参加する旅費を支援

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民の被害防止のために啓発チラシを購入し、全戸配付

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 176             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 176             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 千円前年度差 -                



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

-      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 天塩町 21 年度14877 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

83                 83                    

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）

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） 　相談担当職員の道内等への参加支援

390               390                   

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）

パンフレット作成費

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 　消費者被害防止のための啓発

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

473               473                   

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）

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）

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）

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）

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） 　新たに相談を担える者を養成するために実務的研修に参加

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 　なし

（強化） 　新たに消費者被害防止を記載したパンフレット及び啓発用回覧板を作成

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 473             千円

平成20年度の消費者行政予算 72               千円

平成21年度の消費者行政予算 917             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 444             千円 千円前年度差 372             



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 幌延町 21 年度14885 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 参考図書の購入並びに町民用パンフレットの作成・配布 219               219                   図書購入費、パンフレット作成費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

72                 72                    

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）

札幌旅費（１名分）

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） 市町村相談研修会参加

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
弁護士を招聘し、一般町民を対象とした消費者教育・啓
発を目的とした講演会を開催する。

503               503                   講演会委託料

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

794               794                   

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）

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）

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

（強化） 参考図書購入による機能強化及びパンフレットによる窓口周知の強化を図る。

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）

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） 消費者問題に対応するため、担当職員の研修参加旅費を支援し、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）

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）

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） 専門家の様々な消費者問題を講演することにより、消費者問題に対する一般町民の知識を高める。

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）

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）



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）

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

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）

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 794             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 794             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 千円前年度差 -                



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 -      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

平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

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



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）

自治体コード 012149 平成 21 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 北海道 市町村名 稚内市

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）

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）

事務用機器（FAX付電話機、液晶テレビ、VHS・DVDレコー
ダー、ＩＣレコーダー、電子黒板）購入経費

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） 相談窓口強化に必要な機材・事務用機器の設置 1,199            1,199                

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） 相談業務従事者の研修参加支援 395               395                   研修参加旅費、受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

啓発グッズの製作、啓発運動に使用する備品（ポータブルプロ
ジェクター、スクリーン、ノートPC）の購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法被害防止のための啓発強化による被害未然防止 1,224            1,224                

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

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 - 2,818            2,818                -

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）

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）

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） 現在使用しているFAX兼用電話では、留守番電話機能やFAX機能が不十分であるなど、機器不足により窓口機能が制限される場合があ

（強化） 新たに機能性の高いFAX付電話機やDVD・ビデオ放送機器等の設置により、消費者センターの機能強化を図る。

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）

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） 予算の範囲内で相談業務従事者を道内で開催される研修に参加させる。支庁主催の研修には出来るだけ参加。

（強化） 相談業務従事者を道内外で開催される研修に参加させ、相談対応能力の向上を図る。

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 一部の世帯に、悪質商法啓発のチラシをカラープリンターから出力し配布したり小冊子等を活用し、被害防止啓発を実施。

（強化）
市民や学生を対象にした出前講座を積極的に行い、また、市広報紙に悪質商法啓発の特集を掲載するなど、さらに広く市民に悪質商
法の被害防止を図る。

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）

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）



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）

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

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）

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

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 5,238            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,818          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,186            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 5,368          千円 前年度差 130             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

相談員数

人 -      人

-      人

人

人

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 -      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数平成21年度末予定

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 北海道 市町村名 猿払村 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 015113 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）

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）

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）

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） 消費生活相談担当職員の研修会参加（1名） 76 76 研修会参加旅費（札幌市3泊4日・旭川市1泊2日）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

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 - 76 76 -

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）

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）

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）

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）

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） 消費生活相談を担当する職員を北海道等が実施する研修会に参加させ、相談内容の充実を図り窓口機能の強化を図る。

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

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）



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）

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

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）

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

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 千円

平成21年度の消費者行政予算 90               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 76               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 14               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 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      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

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 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

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

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）

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 浜頓別町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

015121

事業の概要

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

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）

78                 78                    

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）

研修会参加旅費（札幌市）

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） 相談業務従事者の研修参加支援

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 悪質商法被害防止のための啓発強化による被害未然防止 2,408            2,408                電光掲示板の設置及び啓発用パンフレット購入

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

2,486            2,486                

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）

-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）

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）

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）

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）

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） 消費生活相談窓口に従事する職員の研修会参加支援

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 電光掲示板の設置及び啓発用パンフレット配布により消費者被害の未然防止を図る。

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）

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）



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）

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

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）

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

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 64                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,920          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,984            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 64               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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

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

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 北海道 市町村名 中頓別町 自治体コード 015130 平成

対象経費

21 年度

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

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）
消費生活相談室の追加開設のための機材・事務用機器
の設置

1,149            1,149                
ファイル保管庫等の窓口開設用事務機器等の設置及び窓口開
設の住民周知に係る経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

28                 28                    

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）

研修会参加旅費（神奈川県・札幌市）

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） 相談業務従事者の研修参加支援

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 悪質商法被害防止のための啓発強化による被害未然防止 862               862                   啓発用パンフレット等購入、プロジェクター等の啓発講座用機器

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

2,039            2,039                

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）

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）

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） 消費生活相談窓口を本課に併設

（強化） 消費生活相談室を図書室を有効活用し追加開設

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）

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） 国民生活センター、道主催の研修会に相談員が参加できるよう支援する。

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 道発行小冊子等を活用し、被害防止啓発を実施

（強化） 新たに悪質商法等被害防止パンフレット等の購入、オリジナル啓発チラシを作成しての全戸配付などにより消費者被害の未然防止を図る

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）

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）



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）

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

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）

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

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 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,039          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,607          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 568             千円 前年度差 568             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 -      

-      人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

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

②研修参加支援 ○ 研修会参加支援

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 北海道 市町村名 枝幸町 自治体コード 015148 平成

対象経費

21 年度

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

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） 消費者相談窓口強化のための必要機器等を整備 552 552 備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

69 69

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）

研修会参加旅費（旭川市1泊2日・札幌市1泊2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） 研修への参加(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 暮らし安全啓発講演会の実施・消費者被害防止のための啓発 2,824 2,824 講師謝礼、講師旅費、教材費他、啓発用シール等購入

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

3,445 3,445

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）

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）

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

（強化） 相談窓口を周知するための必要機材（DVDプレーヤー、プロジェクター、DVDソフト等）を導入し、窓口の機能強化を図る。

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）

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） 消費生活相談を担当する職員を北海道等が実施する研修会に参加させ、相談対応能力の向上を図る。

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 暮らし安全啓発講演会や、被害防止のための冊子、シール等の全戸配布による啓発により、消費者被害の未然防止を図る。

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）

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）



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）

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

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）

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

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 千円

平成21年度の消費者行政予算 3,580          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,445          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 135             千円 前年度差 135             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 -      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

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 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

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

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）

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 豊富町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

015164

事業の概要

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

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） 相談窓口の機能強化を図るため必要な機器の設置 322 322 備品購入費（パソコン、プリンター各１台）

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）

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 悪質商法被害の防止のための啓発事業を強化 788 788 啓発用パンフ等購入費

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

1,110 1,110

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）

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）

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

（強化） 相談窓口の機能強化を図るため必要な機器の設置(パソコン、プリンター各1台)

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）

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）

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）

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） 新たに悪質商法被害防止のためのパンフレット及び小冊子（２２００部×５回）の購入、全戸配付を実施

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）

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）



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）

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

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）

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

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 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,123          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,110          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 -                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 0 人 平成21年度末予定 相談員総数 0 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

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 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

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

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）

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 礼文町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

015172

事業の概要

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

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） 相談窓口拡充のための執務参考資料整備 49 49 参考図書類の購入

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）

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 悪質商法被害の防止のための啓発事業を強化 2,819 2,819
・啓発用パンフ等購入、啓発物品の作成、啓発用の常設ＰＲ
コーナーの設置（液晶テレビ・マガジンラック）、地域説明会の
実施（モニター・DVDプレーヤー）

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

2,868 2,868

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）

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）

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

（強化） 相談窓口機能強化のための執務参考資料整備　（関連図書６冊、ビデオ・ＤＶＤ各１本、ファイル各種）

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）

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）

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）

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）
悪質商法被害防止のため、町民や観光客に対し小冊子等配布による啓発を実施（全戸配布や地域イベント会場での配布等）、また、啓
発用に常設のＰＲコーナーを設置し啓発を強化する。老人クラブ・デイサービスセンターで出前講座の実施(１回)

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）

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）



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）

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

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）

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

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 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 3,050          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,868          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 182             千円 前年度差 182             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 -      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

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 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

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

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）

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 利尻町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

015181

事業の概要

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

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強化のため必要機器を整備 785 785 パソコン・プロジェクター等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

193 193

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）

旅費(札幌市、旭川市及び、稚内市で開催予定の研修に参加)

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） 道開催の消費生活相談担当職員研修会への参加(３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 消費者教育・啓発の強化 839 839 研修会の開催(会場賃借・周知のチラシ)、小冊子、消費者教育用図書の購入

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

1,817 1,817

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）

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）

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

（強化） パソコン、プロジェクターの導入により相談者への情報提供を実施するなど相談窓口の拡充・強化を図る。

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）

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） 道内開催の研修へ消費生活担当職員を計４回(札幌、旭川、稚内)参加させるための旅費

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費生活研修会の開催（1回）。小冊子配布による悪質商法被害防止のための啓発を実施。消費者教育用図書の活用による啓発を実
施。

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）

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）



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）

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

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）

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

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 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,949          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,949          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 -                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 -      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

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 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

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

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）

21 年度都道府県名 北海道 市町村名 利尻富士町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

015199

事業の概要

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

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・強化のため必要機器を整備 863 863 パーテーションの設置、パソコン・プロジェクター購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

156 156

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）

旅費(札幌市及び、稚内市で開催予定の研修に参加)

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） 道開催の消費生活相談担当職員研修会への参加(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 消費者教育・啓発の強化 183 183 消費者教育・啓発の強化に係る図書及び冊子の購入

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

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）

-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）

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）

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） 相談窓口の設置はあるものの、機能の充実が図られていない

（強化）
間仕切りの設置による相談場所の確保や、パソコン、プロジェクターの導入により相談者への情報提供を実施するなど相談窓口の拡
充・強化を図る。

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）

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） 現在、窓口の相談実績が無いため、研修会への参加も無い。

（強化） 窓口拡充に伴い相談者が増えることが予想されるので、研修会へ参加し相談員のレベルアップに努める。(札幌市１名、稚内市２名)

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 現在、消費者教育や、啓発活動は行ってない。

（強化） 悪質商法による被害防止のための冊子等を独居老人世帯に配布、また、町民には図書類の貸出等の啓発により被害の未然防止を図
る

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）

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）



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）

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

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）

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

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 5,435          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,190          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,988          千円 前年度差 -447           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 -      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

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

人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数

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

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



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）

年度012084

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

委託料（謝金）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

2,068            ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

自治体コード

3,764            

667               

事業名

窓口機能強化

都道府県名 北海道 市町村名 北見市

-

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談員の対応強化

相談員研修参加支援

①消費生活センター機能強化事業（新設）

2,068                

552                   

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）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

3,764                

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）

啓発リーフ印刷、委託料（啓発パネル等作成）477                   啓発資料作成

委託料（旅費）

477               

552               

平成 21

備品購入、窓口周知リーフ印刷

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

667                   



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）

道内や管内で開催させる研修に参加（年４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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

国民生活センター貸与物件（パイオネット関連機器）のみ

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） 窓口機能の強化（パソコン、プロジェクター、プリンター、ボイスレコーダー、デジタルカメラ、保管庫、相談用椅子、テーブル等の購入）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

児童用（小学5・6年生対象）啓発冊子の作成

（強化） 高校生・高齢者向けの啓発リーフの作成

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） 上記に加え、国民生活センター等道外で開催される研修に参加（年６回）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化） 弁護士による消費生活相談業務へのアドバイス

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）

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

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）

（既存）

人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

年間研修総日数

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

（強化）

人

千円

人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

法人募集型

実地研修受入人数

9,995          千円前年度差 -68             

千円

千円

10,063           

13,759           

3,764          

人

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

人5      相談員総数平成20年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

5      

相談員数

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

人うち常勤職員の相談員

相談員総数 平成21年度末予定4      人

平成20年度末

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数平成20年度末

○

○ 業務効率や能力向上のためのインフラ整備

処遇改善の取組

国民生活センターが実施する研修へ参加支援

①報酬の向上 ○ 時間給の単価アップ　850円から950円

具体的内容

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）

10                    

-

パンフレット作成費300                   

平成

対象経費

年度

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

旅費

300               

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）

-

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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 北海道 市町村名 網走市

相談員等の研修参加支援 10                 

消費者被害防止のための啓発

自治体コード

310               310                   

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

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）

012114

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 住民向け消費者被害防止のためのパンフレット（２５５００部）及び啓発用シール（８０００枚）を作成し、全戸配付を行う。

（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名

なし

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

消費生活相談員レベルアップ研修のうち、地域課題コースに参加する行政職員又は委託先相談員の旅費

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

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

4,011          

4,262          

追加的総費用

310             

人

人日

人日

千円

前年度差 -59             千円3,952          

千円

千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

年間研修総日数

-                  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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人時間／年

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）



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

消費生活相談員レベルアップ研修のうち、地域課題コースに参加する行政職員又は委託先相談員の旅費

平成20年度末

○

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成20年度末

相談員総数

平成20年度末うち常勤職員の相談員

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

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      3      

3      

人

人

人

人 相談員総数平成20年度末 人3      



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）

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 北海道 市町村名 紋別市

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）

自治体コード 1112 平成 21

執務参考資料及び事務用機器の購入

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） 消費者センター機能の拡充 30                 30                    

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）

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） 相談員及び行政担当職員の研修参加（道内） 110               110                   相談員及び行政担当職員の研修参加旅費（道内）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

啓発用リーフレットの作成

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 130               130                   

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

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）

- 270               270                   合計 -

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）

（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

（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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費者センター機能強化として新たに物品（デジタルカメラ及び関連図書）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） 道主催研修に相談員及び行政相談担当職員を参加させる。

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）

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） なし

（強化）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 法改正による悪質商法予防・対策としてのリーフレット等を作成（５５００枚）し、市内公共施設や出前講座で配付。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

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 4,009          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 270             千円

平成21年度の消費者行政予算 4,645          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 4,375          千円 前年度差 366             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 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

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      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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員及び行政職員がレベルアップするための研修に参加する

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）

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 北海道 市町村名 美幌町 自治体コード 15431 平成

対象経費

21 年度

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） 相談窓口の強化 25                 25                    執務参考図書

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）

356               356                   

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）

研修受講料、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、担当員の研修への参加支援

175               175                   

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）

セミナー開催、旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者問題セミナーの開催、消費者向け啓発資材の作成 1,696            1,696                セミナー開催、啓発資材（ｼｰﾙ、啓発のぼり、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）の作成、購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関するセミナーの開催、相談員の研修への参加支援

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

2,252            2,252                

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） なし

（強化） 相談窓口の強化のため、執務参考の専門図書を購入（７冊）

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）

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） 国民生活センター等が主催する各種研修に相談員、担当職員が参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 消費者被害の防止のため、消費者問題セミナーを開催。啓発資材（啓発用シール１００００枚、のぼり１００本、冊子９６００部）を購入し、全戸配付。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に関する啓発強化を図るため、セミナーを開催、相談員の研修会への参加旅費の支援

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）

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

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

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 2,871          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,252          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,108          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 2,856          千円 前年度差 -15             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 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 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 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 5      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 各種研修会の参加のための旅費を支援

5      

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 北海道 市町村名 津別町 自治体コード 015440 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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 消費者被害防止に向けた教育・啓発活動の強化を図る。 295               295                   高齢者・若者向けのパンフレットの作成、教育用ビデオの購入等

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

295               295                   

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）

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）

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） なし。

（強化）
高齢者用パンフレット、若年者用パンフレット（各１５００部）、啓発用チラシ（２５００部）、啓発用ビデオ（４巻）を購入し、消費者教育・啓発
の強化を図る。

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）

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

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

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 277             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 295             千円

平成21年度の消費者行政予算 438             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 143             千円 前年度差 -134           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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 清里町 自治体コード 015466 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

47                 47                    

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）

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） 一般職員の道内での研修への参加

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 100               100                   町内全戸向けチラシの作成

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

147               147                   

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）

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） 道内開催の研修会に一般職員を年１回参加できるよう旅費を計上

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） 振り込め詐欺被害防止のためのチラシを作成し、町内全戸に配布。

（強化） 新たに悪徳商法被害防止のためのチラシ（２０００部）を作成し、町内全戸及び公共施設に配布。

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）

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

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

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 11               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 147             千円

平成21年度の消費者行政予算 167             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 20               千円 前年度差 9                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 小清水町 自治体コード 015474 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

17                 17                    

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）

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） 相談担当職員の研修参加費用を支援（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啓発 929               929                   消費者被害防止啓発資材（冊子、旗）作成・購入費

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

946               946                   

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）

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） 相談担当職員の資質向上を図るため、北海道等開催の研修に相談担当職員１名が参加できるよう旅費を支援する

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） なし

（強化）
消費者被害防止強化のため、啓発用冊子を購入し、全戸（2,200戸）へ配布するとともに、啓発旗を90本作成し、高齢者の多い町営住
宅団地周辺など町内10箇所に設置する。

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）

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

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

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 50               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 946             千円

平成21年度の消費者行政予算 996             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 50               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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 訓子府町 自治体コード 015491 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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（パンフレット配布等） 435 435 パンフレット作成費

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

450               450                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 臨時相談窓口の開設、講演会の開設 15 15 講師謝金及び講習会資料

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）

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） 町担当職員を道内で開催される研修に参加させレベルアップを図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 消費者被害防止のため、パンフレットを購入し、町民全世帯（２，３００世帯）に配布する。また、窓口配布用のパンフレットも合わせて購入

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）

（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）

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

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）
常設窓口（町職員対応）とは別に、消費者相談員（有資格者）による相談会を置戸町と合同で実施。消費者被害防及び早期発見のた
め、包括支援センター等関係施設職員等を中心とした学習会を開催。

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             千円

平成21年度の消費者行政予算 450             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 -                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 置戸町 自治体コード 015504 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

32                 32                    

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）

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） 担当職員の道内での研修会への参加（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（パンフレット配布等） 292               292                   パンフレット作成費

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

356               356                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 臨時相談窓口の開設、講演会の開催 32                 32                    

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）

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） 町担当職員を対象とし、道内で開催される研修に参加しレベルアップを図る。（１回）

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） なし

（強化） 消費者被害防止のため、パンフレットを購入し町民全世帯に配布する。また、窓口配布用のパンフレットも合わせて購入する。

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）

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

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）
常設窓口（町職員対応）とは別に、消費者相談員（有資格者）による相談会を訓子府町と合同で実施。消費者被害防及び早期発見の
ため、関係施設職員等を中心とした学習会を開催。

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 356             千円

平成21年度の消費者行政予算 356             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 -                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 佐呂間町 自治体コード 15521 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

281               281                   

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）

研修旅費・参加費・資料代

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） 担当職員等の関係機関が実施する研修会への参加支援（4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 507 507 パンフレット購入費

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

788               788                   

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）

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） 全国消費生活相談員協会等、関係機関が実施する研修に相談業務従事者4名を参加させる

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） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット（２５００部）等を購入し全戸配布。更に高齢者世帯へは高齢者向けパンフレットを年３回配布する。

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）

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

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 788             千円

平成21年度の消費者行政予算 788             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 -                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 遠軽町 自治体コード 1555 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

300 300

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 消費者行政に係る研修を実施。 30 30 講師謝金、旅費、会場借上

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 国民ｾﾝﾀｰが実施する相談員要請講座への参加。

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 消費者教育・啓発の強化 778 693 啓蒙用ﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成費

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

1,258            1,173                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士の配置による高度な専門相談への対応強化。 150 150 相談業務委託料

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） なし

（強化） 消費者行政に係る研修を実施。（年１回）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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） 国民ｾﾝﾀｰが実施する相談員養成講座への参加。（２名）

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） なし

（強化） 消費者教育・啓発用ﾘｰﾌﾚｯﾄを全戸配布（10,000部）、高齢者用、若者用ﾘｰﾌﾚｯﾄ用を配布（各2,000部）、高齢独居世帯に啓発用ｼｰﾙ配付。

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）

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

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） 弁護士の配置により相談窓口の専門分野への対応力を向上させる。（年５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

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 630             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,173          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,791          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 618             千円 前年度差 -12             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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 湧別町 自治体コード 015598 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

42                 42                    

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）

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） 消費生活行政担当職員の研修参加によるレベルアップ

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 消費者啓発パンフレットの作成、配布による啓発活動 1,146            1,146                啓発パンフレット購入費

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

1,188            1,188                

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）

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） 道主催研修等に担当職員を参加させることにより、相談対応力の向上を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 消費者の知識向上のため情報提供し、被害防止を図る。（小冊子、パンフレットの作成及び全戸配付）

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）

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

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

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 2                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,188          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,393          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 1,205          千円 前年度差 1,203          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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 滝上町 自治体コード 015601 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

196               196                   

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）

旅費、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） 担当職員の研修参加支援

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

・消費生活アドバイザーに消費生活被害防止のための研
修会、現地指導などの実践及び滝上版消費生活マス
ター育成業務委託（年4回）
・消費生活向上のための広報・周知（小中高生向きパンフ
レット作製、啓発グッズの作成委託）

1,775            1,775                
アドバイザー委託料・旅費、研修会用備品購入費、マスター養
成に係る旅費等

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

2,727            2,727                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

・食品業界有識者による食の安全・安心についての講習
会（年2回）
・滝上町催事において消費生活被害防止及び食の安全
に対する啓発活動

756               756                   
講習会講師謝礼・旅費、各種消耗品費、会場使用料、印刷製
本費

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）

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） 支庁開催の研修のみ参加。国民生活センター教育研修は予算措置されていない。職員の有資格者は0人。

（強化） 国民生活センター教育研修事業など参加し担当職員支援

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）
消費者被害防止についての教育は町職員を講師とした講習などで行なっているが、専門知識に乏しい。啓発活性化についても、町広
報とＨＰのみの周知となっている。

（強化）
既存の事業に加え、消費生活アドバイザーによる消費生活を担える人材の育成を進める。（滝上版消費生活マスター育成）
啓発活性化については、低年齢からの消費者（小中高生）を教育し、関係者の人手が不足する時期などを中心にパンフレット及び啓発
グッズを活用して広報・周知を図る。

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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）
食の安全・安心については特に目立った消費者教育を実施していない。また町内事業者においては、消費者を意識した商品等の提
供・開発が遅れている。

（強化）
滝上町全体の食の安全・安心に関する消費生活レベル向上のために、食品業界有識者による講演会を実施し、理解と自己啓発を図
る。催事など住民が集合する身近な場所から、地元食材の安全・安心について考える機会を設け、改善について取組む。

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

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 150             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,727          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,877          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 150             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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 興部町 自治体コード 015610 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

96                 96                    

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）

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） 道内での研修会への参加支援（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啓発 935               935                   全町民に対するパンフレット等の作成、高齢者向け説明会の実施

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

1,031            1,031                

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）

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） 道開催の研修会に担当者１名が参加

（強化） 道開催の研修会に担当者職員２名を開催ごとに参加できるよう旅費を支援

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） 啓発グッツの配布

（強化） 悪質商法被害防止のためパンフレットを作成し全戸に配布（４０００部）。高齢者説明会の実施（老人クラブ単位）

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）

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

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

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 38               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,031          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,087          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 56               千円 前年度差 18               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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 西興部村 自治体コード 015628 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

30                 30                    

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）

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） 消費者行政担当職員の道内で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

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

30                 30                    

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）

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） 消費者行政担当職員が、支庁管内研修会に参加。

（強化） 消費者行政担当職員が、相談業務強化のため、道主催研修（札幌市で開催）に参加。

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）

（強化）

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）

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

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 30               千円

平成21年度の消費者行政予算 35               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 5                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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 北海道 市町村名 雄武町 自治体コード 015636 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

175               175                   

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）

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） 相談員の道内での研修への参加支援（5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 啓発パンフ・ステッカーの配布、民生委員等を対象とした研修会開催 1,355            1,355                講師謝礼、旅費、教材作成・購入費、パンフレット作成・購入費等

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

1,530            1,530                

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）

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） 相談員及び消費者行政担当者、計5名を年1回の研修に参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化）
民生委員、包括支援センター職員等を対象とした研修会開催（年1回）、悪徳商法被害防止及び消費者被害防止ネットワーク周知を目
的としたパンフレットを作成（年4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）

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

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

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 280             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,530          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,810          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 280             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 3      人 平成21年度末予定 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 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 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 ○ 道内で開催される研修会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

3      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 3      



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 北海道 市町村名 大空町 自治体コード 015644 平成

対象経費

21 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

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

16                 16                    

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）

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） 消費者行政担当職員の道内での研修への参加支援（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 773               773                   
暮らしの問題や情報を提供する「暮らしの豆知識（冊子）を全世
帯に配布する。

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

789               789                   

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）

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） 道開催の研修に消費者行政担当職員１名を年１回参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 新たに消費者被害防止のための冊子を購入し全世帯（３２００戸）に配付することにより消費者啓発を推進する。

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）

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

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

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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 789             千円

平成21年度の消費者行政予算 789             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 -                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 -      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

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 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 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年度012076

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

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）

487                   

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

487               ③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談用・啓発活動用パソコン、プリンター等整備

自治体コード

1,458            

都道府県名 北海道 市町村名 帯広市

事業名

啓発用パンフレットの作成、DVDの購入

1,458                

相談員及び行政職員の研修への支援

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） 690               690                   

-

旅費、受講料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

281                   281               

平成 21

パソコン、プリンター等購入費

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

パンフレット及びDVDの購入費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 業務用のﾊﾟｿｺﾝが配備されていない（帯広市消費者協会所有パソコン等で代用）。

（強化） 相談業務用及び啓発活動用のパソコン（３台）、プリンター（１台）等を増設

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

なし。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

なし。

（強化） 消費者被害予防教育用パンフレット、啓発用DVDの購入。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

（強化）
国セン主催の研修5回、北海道消費者協会主催の研修3回、日本消費者協会主催の研修1回、次期PIO-NET相談員研修3名、管理者
研修1名出席。

⑭商品テスト強化事業

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）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

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

（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）

人時間／年

千円前年度差 -603           

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

自治体参加型

参加者数

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）

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

（強化）

人

年間研修総日数

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

人日

千円

千円

追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

23,954         

法人募集型

実地研修受入人数

千円

24,557           

25,412           

1,458          

人

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

人7      相談員総数平成20年度末

7      人

人

人

人

7      

7      

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

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年度末うち常勤職員の相談員 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

研修参加のための旅費支援

①報酬の向上

具体的内容

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）

報償費（講師謝金・旅費）

合計 - 13,287           13,287               -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
専門家を活用した相談員のための個別指導や専門家相
談会を開催、相談員の資質向上のための専門相談員に
よる直接指導

1,040            1,040                

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 自治体兼務職員の超過勤務手当を措置 1,494            1,494                職員手当等（町職員　超過勤務手当）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

需用費（印刷製本費）

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（パンフレットの作成） 274               274                   

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）
相談員等のレベルアップのため研修会等への参加を支
援

607               607                   委託料（相談員　旅費等）、旅費（町職員）

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）

工事請負費（移転改修）、事務用機器の購入

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） 消費生活相談窓口の移転・改修、住民への周知 9,872            9,872                

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

自治体コード 016314 平成 21都道府県名 北海道 市町村名 音更町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 自治体兼務職員の超過勤務手当を措置し、消費者庁設置に伴う業務量の増大に対応する

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） 悪質商法・振り込め詐欺などの消費者被害防止のための啓発パンフレットを作成・配布（１回）

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） 国民生活センターや北海道等が実施する研修に相談員を参加させるため旅費等を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 音更市街地に消費生活相談窓口を開設、開設日は月・火・水・木・金（10:00～16:00）

（強化） 人口集中地域で大型ショッピングセンターに隣接したコミセン内に消費生活センターを移転・改修、開設日を月・火・木・金・土（10:00～16:00）

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）



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）

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

前年度差 2,720          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 1,379            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,339          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,287         千円

平成20年度の消費者行政予算 2,619          千円

平成21年度の消費者行政予算 18,626         千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      480             人時間／年 1,379              

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） なし

（強化）
弁護士や一級建築士などの専門知識を有する者を活用し、高度な相談への対応力を強化するとともに専門家相談会の開催（月１回、
計２３時間）、相談員の資質向上のため専門相談員による直接指導（月８回、計７４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）



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

相談員数 3      

②研修参加支援 ○ 国民生活センターや北海道が実施する研修会へ参加するための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談員一人一台の情報機器を整備

相談員数 -      

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

3      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 4      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

200               200                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

155               155                   町民向け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

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

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） 相談員の道内研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

45                 45                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016322 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 士幌町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに町民向けの悪徳商法等被害防止のためのパンフレットを作成し配付。

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） 新たに道開催の研修に相談員を参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）



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）

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

前年度差 -                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 164             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 164             千円

平成21年度の消費者行政予算 364             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

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）



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

相談員数 1      

②研修参加支援 ○ 道開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 1      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

607               607                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

100               100                   高齢者金融講座開催経費・ステッカーの作成

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

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（高齢者）・啓蒙

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・相談員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費等研修会参加経費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

354               354                   事務用機器の設置（パソコン・プリンター等）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

153               153                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） パソコン等機材の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016331 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 上士幌町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 老人クラブ会員を対象とした悪質商法被害防止講演会の開催・啓蒙用ステッカーの作成

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）

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） 自費参加

（強化） 職員・相談員の実務能力アップのための研修参加支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） パソコン、プリンター、シュレッダー、デジタルカメラ、書棚等の導入

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）



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）

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

前年度差 6                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 403             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 607             千円

平成20年度の消費者行政予算 397             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,010          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

741               741                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

259               259                   啓発パンフレットの配布、啓発用ＤＶＤ等の購入

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

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

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（1名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

303               303                   事務用品・機材の設置、購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

179               179                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 窓口相談体制の強化

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016349 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 鹿追町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 広報誌の1/2ページを使い悪徳商法等について啓発

（強化） 新たに全世帯に啓発パンフレット（2300部）の配布及び被害防止のためのステッカー（同）配布。啓発ＤＶＤの購入。

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） 研修に相談員1名を年1回参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 相談窓口を本課に併設

（強化） 事務用品・機材の設置購入（パソコン１台）により、相談体制の強化を図る。窓口周知用パンフレットを作成する。

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）



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）

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

前年度差 -                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 151             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 741             千円

平成20年度の消費者行政予算 151             千円

平成21年度の消費者行政予算 892             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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,814            2,814                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

550               550                   啓発用パンフレットの購入、シールの作成

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

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 消費者教育用啓発資材の購入

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

2,002            2,002                相談室の新設、備品の整備、機器の整備　　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

262               262                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談室の設置・機器の整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016357 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 新得町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者被害の未然防止を図るため、啓発用パンフレットを購入、また、啓発用シールを作成し、全戸配布をする。

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） なし

（強化） 相談に従事する職員等のレベルアップを図るため、研修参加旅費を支援する。

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） なし

（強化） 庁舎内を改修し、住民生活課の近くに専用の相談室の設置と備品を整備する。また、パソコン、プロジェクター等の機器を整備する。

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）



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）

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

前年度差 9                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 108             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,814          千円

平成20年度の消費者行政予算 99               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,922          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

相談員数

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

国セン　２研修（相模原）　　全相協他　数回の研修（札幌）

合計 - 771               771                   -

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） 317               317                   旅費

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） パソコン・プロジェクター・大型スクリーン･書庫・書籍等 454               454                   書庫、パソコン等の購入

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

016365 平成 21 年度都道府県名 北海道 市町村名 清水町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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） 全相協他２研修（札幌で開催）への研修参加旅費を支援

（強化） 上記に加え〔国セン２研修（相模原で開催）、全相協他６研修（札幌で開催）〕への研修参加旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） なし

（強化） パソコン・プロジェクター・大型、軽量スクリーン･書庫・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ・書籍等

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）



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）

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

前年度差 147             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 2,047          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 771             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,900          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,818          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

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）



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

相談員数 2      

②研修参加支援 ○ 国セン２回（相模原）　全相協他６回（札幌）基金により、全相協他２回（札幌）町予算で受講

③就労環境の向上 ○ パソコン・プロジェクター・大型スクリーン･書庫・書籍等の整備を基金により配置

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

人 平成21年度末予定

2      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 2      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

527               527                   相談員謝金、講師謝金

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,222            2,222                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等による相談会、勉強会の開催

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業 研修会及び講演会の開催

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

講師謝金、講習会開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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） 相談業務担当職員の研修会の参加支援

540               540                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

国セン研修等の参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

477               477                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務用機器の購入 678               678                   

21 年度016373 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 芽室町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品分野の専門家による講習会、講演会等を開催する

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） 相談員自費により研修参加

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会への参加支援を行う

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） １台のＰＣを複数で使用

（強化） 相談員個々にＰＣを設置（PC４台及び周辺機器を整備）

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）



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）

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

前年度差 2,610          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 6,984          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,222          千円

平成20年度の消費者行政予算 4,374          千円

平成21年度の消費者行政予算 9,206          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

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） なし

（強化） 弁護士等の専門知識を有するものを特別相談窓口に配置し、相談会を開催。

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）



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

相談員数 3      

②研修参加支援 ○ 研修参加費用の支援

③就労環境の向上

相談員数

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

3      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 3      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      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

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 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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

454               454                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

274               274                   
啓発対象者向け資料作成、啓発用機器（ＤＶＤ）等の購入・悪
質商法等被害防止用パンフレット作成

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

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
高齢者、学生などに対する啓発活動・悪質商法被害等防
止のための地域住民へ注意喚起

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

180               180                   相談窓口専用パソコン、プリンタの設置

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 情報の収集並びに情報管理と相談者に対する情報提供

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016381 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 中札内村 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 無料配布資料等を活用し、学校等での啓発活動を実施。

（強化） 教育・啓発対象者向けのパンフレットを作成。ＤＶＤ等の使用により、目と音で知ることのできる啓発活動を実施。

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）

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） 行政払下げの旧型パソコンを使用し情報管理、日常的な事務処理を実施。

（強化） 相談窓口専用の機器を設置・使用することで、情報の収集・管理・提供に係る能力向上と窓口事業の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



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）

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

前年度差 -14             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 989             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 454             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,003          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,443          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

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）



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

相談員数 2      

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

2      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 2      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

289               289                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

170               170                   ＤＶＤ、ビデオテープ購入、看板制作費、パンフレット印刷費

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

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 勉強会、説明会用視聴覚資料の整備、啓発看板、パンフレットでの啓発

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） 関連機関研修会への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

27                 27                     参考執務用冊子購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

92                 92                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 執務参考冊子購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016390 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 更別村 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 教材用ＤＶＤ・ビデオテープの購入、啓発看板制作

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） 関係機関開催の研修会への旅費、参加費の支援(年1回）

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） 参考冊子購入

（強化） 参考冊子・関連執務用冊子整備の拡充

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）

（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）



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）

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

前年度差 -15             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 585             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 289             千円

平成20年度の消費者行政予算 600             千円

平成21年度の消費者行政予算 874             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

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）



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

相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・参加費支援

③就労環境の向上 ○ 執務用冊子の購入

相談員数 1      

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

1      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,641            1,641                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

800               800                   高齢者向け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

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 消費者被害者防止のための啓発

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者支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

398               398                   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）

443               443                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談事業の強化

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016411 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 大樹町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに高齢者向けの悪徳商法被害者防止のためのパンフレットを作成（３０００部）及び全戸配付

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） 相談員２名を国民生活センターが主催する相談員研修に派遣するための旅費を支給

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） なし

（強化） 相談窓口の強化のための事務用機器（パソコン、プリンター、シュレッダー、関連図書）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）

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）



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）

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

前年度差 -41             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 590             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,641          千円

平成20年度の消費者行政予算 631               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,231            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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費を支給

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

491               491                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

259               259                   講師謝金･旅費、教材作成、パンフレット等購入等

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

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 主婦等を対象とした研修会、高齢者用啓発冊子の配布

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） 相談窓口職員のレベルアップのため研修会への参加を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

99                 99                     執務参考資料の購入、窓口案内告示板（付属消耗品）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

133               133                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 執務参考資料等の購入、窓口案内告示板の設置

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016420 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 広尾町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
専門の相談員を招聘し主婦等を対象に研修会を開催する（消費者教育、食品安全教育等）。高齢者向けの消費者教育を啓蒙・啓発す
るための冊子を購入し配布する。

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） なし

（強化） 窓口担当職員の消費相談に対応するレベルアップを図るため研修会への参加を支援する（道内）。

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） なし

（強化） 相談機能の充実のための執務参考資料等の購入、窓口案内告示板の設置を行う。

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）



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）

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

前年度差 540             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 680             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 491             千円

平成20年度の消費者行政予算 140             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,171          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

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）



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

相談員数 1      

②研修参加支援 ○ 研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 1      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,465            1,465                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

77                 77                     パンフレット作成費

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

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

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） 研修への参加者支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

146               146                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室用機器の導入 1,242            1,242                

21 年度016438 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 幕別町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 被害防止のためのパンフレット及びパネル展用教材を購入

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） 国セン教育研修事業に相談員１名を年１回、道開催の研修に消費生活リーダー２名と担当職員２名を年１回参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 応接のみ設置

（強化） 事務用機器の設置（パソコン、プロジェクター、スクリーン、デスク、椅子、カタログスタンド等）

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）



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）

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

前年度差 5                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 1,380          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,465          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,375            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,845            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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 国セン教育研修事業に参加のための旅費を支援する

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,652            1,652                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

34                 34                     パンフレット作成費

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

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パンフレット作成

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） 相談員の道内で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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,567            1,567                工事費（床、壁等内装工事、照明・電気工事、塗装工事等）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

51                 51                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談室の改修による執務環境の改善

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度010645 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 豊頃町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 悪徳商法被害を防止するための啓発パンフレットを作成し全戸配付（作成部数１６００枚）

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） 道で実施する消費者相談に関する研修会等への派遣

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） なし

（強化） 相談室の改修（出入り口ﾄﾞｱの設置、床・壁・照明・電気・塗装工事）

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）



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）

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

前年度差 57               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 273             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,652          千円

平成20年度の消費者行政予算 216             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,925          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の増改修

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

332               332                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

136               136                   パンフレット作成費

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

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

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） 相談員養成の実務研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

               196                    196

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016462 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 本別町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 新たに高齢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(4000部　全戸配付を予定）

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） 新たな相談を担える者を1名養成するために実務的な研修に参加

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）



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）

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

前年度差 44               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 396             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 332             千円

平成20年度の消費者行政予算 352               千円

平成21年度の消費者行政予算 728               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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 道開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

499               499                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

237               237                   啓発用パンフレット購入費、印刷製本費、講師謝礼

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

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 啓発用パンフレットの購入、チラシの作成、消費者啓発講演会講師謝礼

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） 相談業務担当職員研修旅費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

159               159                   備品購入費、図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

103               103                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 事務用機器、執務参考図書購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016471 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 足寄町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活センター発行のリーフレット配布

（強化） 悪徳商法被害防止に向けた啓発リーフレットの購入配布、消費生活相談ＰＲ用チラシの作成配布、消費生活啓発講演会の開催

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） 行政としては、担当職員の研修会等への参加。消費者協会については自費での参加

（強化） 消費生活相談担当員のレベルアップに繋がる研修会への参加

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） 毎月１回の相談業務窓口開設及び役場窓口及び消費者協会にて随時対応

（強化） 相談業務及び資料とりまとめ等に使用するパソコンの整備及び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）
（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）



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）

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

前年度差 -10             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 615             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 499             千円

平成20年度の消費者行政予算 625             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,114          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

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）



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

相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      

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

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      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

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



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）

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 -

21                 21                     講師謝金、講師旅費

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,225            2,225                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

町内の教育委員会や保険センター等様々な部門におい
て開催される事業に講師を派遣し、消費者問題に対する
連携を強化する。

362               362                   リーダーの養成に係る専門相談員の謝礼（旅費含む）・教材費

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

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 町民向け講座に開設による消費リーダーの養成

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） 相談に従事する一般職員の研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談に従事する一般職員の研修参加旅費・教材費・参考図書

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,714            1,714                消費生活相談専用窓口の新設に伴う事務用備品等の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

128               128                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 試験開設中の相談窓口を正式開設し専用窓口を設置

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016489 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 陸別町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし

（強化） 町役場や関係機関等において開催される講座に消費者問題に関する講師を派遣し、町内全体での知識の向上と連携の促進を図る。

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） 消費者行政の活性化をにらみ、消費者リーダー養成を模索（講座等の開催で人材の発掘）

（強化） 消費者リーダーの養成をするため、月１回くらしのセミナーを開催し、様々な学習をすることで、専門相談員資格取得者輩出も目指す

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） 北海道消費者協会主催の研修に参加し、専門的知識を習得することで、相談処理能力の向上を図る

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） H20年7月より専門相談員による消費生活相談窓口を試験開設（全8回実施）

（強化） 専用の相談窓口を町民の認知されやすい場所へ新設し、正式開設（年12回実施）、ﾊﾟｿｺﾝ、テレビ、プロジェクター等の備品を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



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）

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

前年度差 39               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 276             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,225          千円

平成20年度の消費者行政予算 237             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,501          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

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）



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

相談員数 1      

②研修参加支援 ○ 平成21年度地域消費者行政等支援セミナーへの参加

③就労環境の向上

相談員数

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 1      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

640               640                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

640               640                   需用費、備品購入費

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談業務用機器の設置、参考図書の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016497 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 浦幌町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

（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）

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） 相談業務を行うときは、専用の部屋がないため空き室を探して対応している。

（強化） 相談室を確保して情報機器等（パソコン、プリンター、プロジェクター、スクリーン、書庫、電話機等）を整備する。

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）



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）

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

前年度差 54               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 165             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 640             千円

平成20年度の消費者行政予算 111             千円

平成21年度の消費者行政予算 805             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

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）



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

①報酬の向上

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

うち非常勤職員の相談員 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数

人

平成21年度末予定

-      人

人

人

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

平成20年度末 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 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）

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

合計

年度

事業経費

自治体コード 平成 21

対象経費

012068

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 北海道 市町村名 釧路市

事業名

878                   相談室の執務環境の整備

586                   

878               

事業の概要

-

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

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）

4,019            

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費者被害防止のための啓発

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事務用機器の設置、執務参考資料購入、消費生活センターに
関する住民への周知に係る経費

586               
相談員の研修への参加支援、消費者行政担当者の研修
参加旅費

4,019                

消費者教育・啓発に必要な機材・事務用機器、教材購入費2,555            

-

2,555                

旅費、研修費、教材費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

道の研修に3名参加、国センの研修に4名、行政担当者1名参加

（既存）
（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

啓発用大判パネル等の印刷のためカラープロッター、デジタルプリンターの購入、出前講座用ＤＶＤプレーヤー、ノートパソコン、プロ
ジェクター、等の購入

道センターの研修に4名参加

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事務用機器（パソコン、プリンター、ひかり電話設置、電話機、デジタルカメラ、ロッカー）の配備、参考図書（30冊）、センター周知のパン
フレット作成等

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

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

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

パネルの作成は手作業のため多くの部数を作れなかった、また、リーフレット等啓発資材の大量購入ができなかった

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

⑯一元的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
（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）

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

人

（既存）

（強化）

追加的総費用

前年度差 140             

-                  千円

9,905          

人時間／年

4,019          

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人日

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

法人募集型

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

10,045         

平成20年度の消費者行政予算

千円千円

千円

千円

千円

14,064         

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

実施形態



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

相談員総数 7      人平成20年度末 相談員総数7      平成21年度末予定

平成21年度末予定人

人

人 相談員数

相談員数

7      7      平成21年度末予定 人

人

人

相談員数

①報酬の向上

平成20年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

相談員数

相談員数 平成21年度末予定

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

③就労環境の向上

国セン、道開催の研修参加のための旅費を支援②研修参加支援

平成20年度末 人

○

消費生活相談員の配置

相談員数平成20年度末うち常勤職員の相談員



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）

合計 - 456               456                   -

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）

398               398                   

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

作成費、配付費、講師謝金、講師旅費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 リーフレット及び啓発用シールの作成及び配付、研修会開催

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

6                  6                      

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） 相談員の道内研修への参加（３名） 52                 52                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考図書購入２冊

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） 参考図書の購入

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）

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）

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 016616都道府県名 北海道 市町村名 釧路町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 啓発品（リーフレット「だまされないための十カ条」、啓発シール２種）を作成し全戸配付。消費者研修会に係る講師謝金及び旅費。

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） 北海道が開催する研修参加に対する旅費

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） なし

（強化） 参考図書の購入（２冊）

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）



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）

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

前年度差 -                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 762             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 456             千円

平成20年度の消費者行政予算 762             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,218          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

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）



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

相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      

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

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

491               491                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

491               491                   啓発用冊子･パンフレット等の購入費

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016624 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 厚岸町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 町民向けの啓発資材（金融機関向け卓上のぼり150本、新成人向け冊子150冊、他）の購入やパンフレット（4500部、全戸配付）の作成

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）

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）



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）

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

前年度差 -31             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 235             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 491             千円

平成20年度の消費者行政予算 266             千円

平成21年度の消費者行政予算 726             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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,177            1,177                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

1,041            1,041                啓発パンフ・啓発ポケットティッシュ及び啓発シール等作成・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

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 町民に対する問題意識の喚起と被害の未然防止を図る

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（職員）を北海道主催による研修会に派遣

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

136               136                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016632 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 浜中町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 町内約２，４００戸へ、啓発パンフ・啓発ポケットティッシュ及びクーリングオフ封書等を作成し、配布することによる被害防止を図る

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） なし

（強化） 道主催の研修会に相談員（職員）を派遣するための旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）



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）

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

前年度差 -6               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 261             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,177          千円

平成20年度の消費者行政予算 267             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,438          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 道主催等の研修会に派遣しレベルアップを図るための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,141            1,141                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

1,003            1,003                啓発資材の作成費

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

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

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（相談員）の道内で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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

138               138                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016641 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 標茶町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
消費者被害未然防止のための啓発資材（全戸配付用パンフ10000部、保存用パンフ4000部、ステッカー4000部、ティッシュ4000個、の
ぼり50個、ジャケット30枚、タオル1140枚）を作成し、地域住民に対する意識喚起と消費者被害の未然防止を図る。

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） なし

（強化） 道開催の研修に職員（相談員）を派遣することにより、専門分野を含む相談対応能力の向上を図る。（年３回）

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）



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）

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

前年度差 -3               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 407             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,141          千円

平成20年度の消費者行政予算 410             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,548          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,026            1,026                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

740               740                   パンフレットの作成及び配布

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

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 消費者教育のための啓発活動

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） 消費生活相談員研修会への参加（行政職員）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

286               286                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016659 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 弟子屈町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者教育のための啓発活動（振り込め詐欺防止ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成及び配布）

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） 知識・経験の少ない行政職員の消費生活相談員としてのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図るため、研修会参加支援（札幌市、帯広市）

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）



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）

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

前年度差 -                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 150             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,026          千円

平成20年度の消費者行政予算 150             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,176          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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,578            1,578                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

1,164            1,164                消費者向けパンフレットの作成、研修会開催

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

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

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） 消費者行政従事者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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

228               228                   備品（プロジェクター等）購入、参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

186               186                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 備品購入経費、参考図書購入経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016683 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 白糠町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 道消費生活センター等からのパンフレットを活用し、消費者会員（約２００名）を中心に啓発を行う。

（強化） 新たに悪徳商法等被害防止のためのパンフレットを作成し、町内全戸配布等による啓発を行う。

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） 道等開催の研修には、日帰り等により参加

（強化） 道等開催の研修には、消費者行政従事者を年間２～３回参加出来るよう旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） なし

（強化） 備品（プロジェクター等）購入、参考図書購入

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）



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）

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

前年度差 13               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 297             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,578          千円

平成20年度の消費者行政予算 284             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,875          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

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）



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

①報酬の向上

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

うち非常勤職員の相談員 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数

人

平成21年度末予定

-      人

人

人

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

平成20年度末 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 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）

420                   

くらしの豆知識購入、啓発用のぼり旗の購入、啓発用マグネット
板の作製、高齢者向け啓発用ステッカｰ・シールの作製

-4,877                -

平成 21

事務用機器、視聴覚機器及び掲示板の設置配備（パソコン２
台、プリンター１台、ＤＶＤ付プロジェクター、モバイルスクリー
ン、コピー機、テプラ、関係関連図書の購入）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

研修参加支援（旅費）

1,755            

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

420               

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

都道府県名 北海道 市町村名 根室市

事業名

自治体コード

4,877            

事業経費

1,755                

2,702                

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費者被害防止のため啓発

消費者被害防止のための情報収集強化及び消費者教
育の充実、相談員用執務参考図書の購入

2,702            

⑬消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談員（有資格者）の国民生活センターでの研修参加(1
名）及び相談員(無資格者）国民生活センター主催の消
費生活相談員養成講座の参加

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

年度012238

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

なし

なし

（強化）
新成人へくらしの豆知識を配付、振り込め詐欺被害防止用のぼり旗を庁舎前、老人センターに設置、啓発用マグネット板の作製、高齢
者向け啓発用ステッカー、シールの作製

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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）

事業名

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） パソコンは個人所有、コピー機、視聴覚機材等もなし

（強化） 高齢者向け被害防止用ＤＶＤ等放映のためのプロジェクターの購入。執務参考図書を購入により、センターの機能を強化する。

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）
国民生活センター主催の研修会（専門・事例講座）に相談員（有資格者）１名を参加できるよう旅費を支援し、また新たに相談を担える
者を養成するため、相談員（無資格者）１名を消費生活相談員養成講座に参加できよう支援する。

（強化）

（強化）

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

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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）

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

-                  千円

千円

平成21年度の消費者行政予算

2,619          

7,478          

4,881          

前年度差 -22             

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

2,597          

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

千円

年間研修総日数

平成20年度の消費者行政予算

人

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）

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

（強化）

自治体参加型

参加者数

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

対象人員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

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



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

国民生活センター主催の研修参加のための旅費を支給

平成20年度末

平成20年度末

平成20年度末

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

○

処遇改善の取組

①報酬の向上

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

相談員数

うち常勤職員の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

人

人

人

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

-      

3      

-      

3      

相談員数

2      相談員総数 人平成20年度末 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）

合計 - 350               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

パンフレットまたはチラシ作成費、折込手数料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止についてチラシ、パンフレットによる広報 238               238                   

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） 行政職員の消費者相談に関する研修会参加 112               112                   研修会参加旅費

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）

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

対象経費

自治体コード 016918 平成 21 年度都道府県名 北海道 市町村名 別海町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者被害防止パンフレットの作成及び配付（６１００部、新聞折込により全戸配付）

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） 行政職員の消費者相談に関する研修会参加

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）



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）

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

前年度差 112             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 748             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 350             千円

平成20年度の消費者行政予算 636               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,098            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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

960               960                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

481               481                   パネル、パンフレットの作成。出前講座用DVD購入

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

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

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） 相談員の研修会参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

2名の相談員を各種研修会に参加する旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

479               479                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016926 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 中標津町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 高齢者向けに悪徳商法被害防止のためのパネルやパンフレットの作成。老人クラブ等の例会に出前講座実施時の説明用DVD購入

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） 業務委託料の中で年間１回程度参加

（強化） 上記に加え、２名の消費者行政従事職員も含めて、年４回程度各種研修会に参加させる。

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）

（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）

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

前年度差 -                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 2,063          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 960             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,063          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,023          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

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）



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

相談員数 1      

②研修参加支援 ○ 北海道等、外部機関において開催されている研修会に派遣

③就労環境の向上

相談員数

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 1      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

600               600                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

240               240                   消費生活啓発用パンフレット等の作成費

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

60                 60                    参考資料等購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

300               300                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 消費者相談に必要な執務参考資料等の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016934 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 標津町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 町広報誌等で啓発

（強化） 新たに消費者トラブル防止のためのパンフレットを作成（2500部×２種類）及び全戸配付

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） 管内で開催される研修に参加

（強化） 管外（札幌市、帯広市等）で開催される研修に参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 道等から示された資料等で対応

（強化） 参考図書（５冊）を購入し、相談窓口の機能拡充と相談対応の向上を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             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 600             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

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）



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

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

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

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 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

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



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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

460               460                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

199               199                   広報資料作成費

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

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

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） 消費生活担当職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

261               261                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度016942 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 北海道 市町村名 羅臼町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 啓発チラシを作成し広報活動を行う（5000部）

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） 担当職員のレベルアップを図るため道や国民生活センターが主催する研修会への参加旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）



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）

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

前年度差 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             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 460             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

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）



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

①報酬の向上

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 -      

うち非常勤職員の相談員 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数

人 -      

平成21年度末予定

-      人

-      人

人

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

平成20年度末 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 相談員総数
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