
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）

相談コーナーのプライバシー強化のための事務所改修、執務
参考図書購入、センター案内道路標示版設置、多機能電話設
置、センタ窓口周知用ステッカー、センター窓口周知用物品の
作成等

年度22平成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 自治体コード 231002

事業経費

愛知県 市町村名 名古屋市

（単位：千円） （単位：千円）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活センターの改修、事務用機器の整備、案内板
の設置

           11,554               11,554

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要

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啓発

商品テスト機器の機能の強化             3,422                 3,422

旅費、研修費

講演会の開催(開催委託料・講師謝金・会場使用料)

出張講座講師謝金、講座用パソコン購入、啓発パンフレット作
成、高齢者の周囲の方々への見守り情報の作成・配布

講師謝金、講師招聘旅費

相談員の研修参加支援                934                    934

相談員等レベルアップ研修の開催                176                    176

            3,282                 3,282

食育・製品安全に関する消費者啓発講演会の開催                600                    600

              19,968 --

商品テスト機器の設置

           19,968

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）

⑤消費 活相談 ッ 事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑱消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）

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

・相談員会議終了後に弁護士等専門家を6人招聘して研修を実施

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）
（既存）
（強化）
（既存）

（強化）

（強化）
（既存）

（既存）

（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）

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）

・相談コーナーが仕切りのみで来所相談者のプライバシィが確保できていない。既存の電話機では三者通話ができない。来所者にとって消費生活セ
ンターはビル内にあり場所がわかりにくい。

・各相談コーナーを防音効果のある間仕切り壁で囲いかつ分離することにより事務所レイアウトを変更する。三者通話のできる多機能電話を購入して
多様化する相談に対応。道路案内板を設置。執務参考図書の購入。ヘッドセット、パソコン、プロジェクタ等事務用機器の設置、センター周知用グッズ
の作成等。

事業名

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）

（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）

（既存）
（強化）

（既存）

・拡充分20回、旅費・研修費を支援（消費者行政に携わる相談員、職員、消費生活指導員、情報アドバイザー）

・相談員会議を年10回開催し、職員間で研修

（強化）

（強化）

（既存） ・国民生活センター等研修に参加、相談員年10回、職員年2回

（強化）

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）

（既存）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）
（強化）
（既存）
（強化）

・くらしの情報プラザの運営
・高齢者の消費者被害防止に向け、高齢者の見守り者向け出張講座を開催（地域包括支援センター4回と民生委員研修会20回）

（強化）

・くらしの情報プラザの閲覧用図書、展示の充実、講座・イベントの充実のため教材作成用機器等の購入、イベントの際の託児委託等。
・高齢者福祉関連機関との連携強化のため地域包括支援センター、社会福祉協議会等のネットワークを活用した出張講座を拡充し、既存分の他、60
回開催
・高齢者の見守り者向けパンフレット等の作成・配布(６０００部の予定)。

（既存） ・食育の消費者啓発のため実習講座を開催
（強化） ・新たに食育・製品安全に関する消費者啓発講演会を開催(昨年度からの継続事業)

（既存） ・現在の商品テスト機器ではテスト機能が限定されたり、1件あたりのテスト時間がかかりすぎる。

（強化）
・新規テスト機器の導入（ターゴトメーター）またはテスト機器の高機能化（顕微鏡用撮影レンズ、低温恒温恒湿器、ロータリーエバポレーター）により、
食品やクリーニングテストなど更に対応できるようになるほか、テスト時間を短縮することでテスト件数の増加を図る。

（既存）
（強化）
（既存）
（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）

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）

法人募集型

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人

人日

参加者数

年間研修総日数

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

千円

追加的総費用対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人時間／年                     -

平成21年度の消費者行政予算          137,968 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費          16,500 千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費        121,468 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

         143,039 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費          19,968 千円

平成22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           1,603

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

       123,071 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

相談コーナー改修にともなうブザー設置によるセキュリティの確保

①報酬の向上 ○

④その他 ○

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上 ○

うち委託等の相談員 相談員数

具体的内容

相談員数人平成21年度末

処遇改善の取組

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数     22

相談員数

平成21年度末 相談員総数     22 人 相談員総数     21平成22年度末予定 人消費生活相談員の配置

人

平成22年度末予定 相談員数     21 人

平成22年度末予定

人

日額相談員6名を月額相談員6名に移行。11,200円/日を週2日→209,200円/月

市外研修　20年度相談員10名→22年度20名　市内研修を勤務内で実施随時

執務参考図書の購入

相談員数

平成21年度末

人平成21年度末 平成22年度末予定

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）

⑦ 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

仕切り壁の工事請負費、インターネット回線の整備、インター
ネット検索ができるパソコンの購入、書棚の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の仕切り壁の工事と相談環境の整備             1,500                 1,400

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 232068 平成 22都道府県名 愛知県 市町村名 春日井市

（単位：千円） （単位：千円）

合計 -             1,635                 1,595 -

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

講師謝金、ＤＶＤソフト・くらしの豆知識購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座講師謝礼、啓発用ＤＶＤソフトの購入、くら
しの豆知識購入費

               135                    195

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
・既存の会議室を消費生活相談室として使用しているが、仕切り壁がパーテーションなので、隣の話し声が聞こえ、相談室に不向きである。
・21年度に、PIO-NETを配備した。しかし、相談室内では、インターネットなどの検索ができる環境ではない(PIO-NETはインターネット検索できない)。

（強化）
・仕切り壁を天井まで増築し、隣の話し声が聞こえないように工事する。
・消費生活相談室内で、インターネット検索を行なうため、インターネット回線を整備し、検索可能なパソコンを購入する。また、関連書籍を整理するた
めの書棚を新たに設置する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 （既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 （既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業 （既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 予算額４万円（４回）の範囲内において、老人会や町内会、地区社会福祉協議会から依頼のあった会場において消費生活講座を実施した。

（強化） 老人会や町内会、地区社会福祉協議会から依頼のあった会場において、新たに消費生活相談員による消費生活講座を９回追加して実施する。

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）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,129 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,595 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,259 千円

平成22年度の消費者行政予算             4,724 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              377 千円

平成21年度の消費者行政予算             3,636 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                     - 千円

           -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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談室の整備、相談環境の向上（相談室内にファックスを設置）

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数       4うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       5

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員総数       4消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       5 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232190 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 小牧市 自治体コード

（単位：千円） （単位：千円）

-合計 -             2,358                 2,053

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）

賃金、交通費

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 新規事業に伴う相談員の増員 2,293 1,988

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） 増員した相談員の研修への参加支援（１名） 65 65

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 国民生活センターや愛知県の開催する研修会に出席。

（強化）
相談内容の充実を図るため、消費者相談に関する研修に増員した相談員を参加させレベルアップを図る(消費生活相談員の県外研修
１回分と消費生活県内研修５回程度)。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月曜から木曜日1名体制、金曜日2名体制で実施。

（強化）
4月から月額相談員を増員して常時2名体制で対応し、理解力の乏しい相談者と担当窓口まで同行し手続きを補佐する。また、消費生
活相談員の業務である講座の講師として市民の啓発に努める。

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）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

            743 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          7,573 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,053 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           6,830 千円

平成22年度の消費者行政予算             9,626 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

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

平成21年度の消費者行政予算             6,830 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2 1,188 人時間／年               1,987 千円

            743 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          7,573 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

④その他

②研修参加支援 ○ 増員した相談員にも研修参加させレベルアップを図る。

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 ○ 近隣市町との賃金の差の解消及び時間外手当の支給を要望

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       3うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口強化                  40                     40 執務参考資料、パンフレットスタンド購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223262 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 尾張旭市 自治体コード

-合計 -                624                    624

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）

謝礼

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談日の増設（週３日から週４日）                384                    384

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発                200                    200 啓発物品、パンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） 平成21年度に基金事業で執務参考資料を購入。

（強化） 消費生活相談窓口の機能強化を図るために、さらに執務参考資料を充実させる。また、パンフレットスタンドも購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談日を週３日開設

（強化） ２人いる相談員のうち１人の相談日を週１日から週２日に増やし、消費生活相談日を週３日から週４日に増やす(昨年度からの継続)

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(啓発はHP等により実施しているが、今回強化する啓発事業は実施していない)。

（強化） 悪質商法被害防止のための啓発物品やパンフレット１０００部程度。を作成し、窓口での配布や消費生活講座の際に配布を行う。

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）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -684 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,486 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              624 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,170 千円

平成22年度の消費者行政予算             3,110 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              919 千円

平成21年度の消費者行政予算             4,089 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      180             人時間／年                 384 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 執務参考資料を取り揃え、相談員の自費負担をなくす

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談に必要な本の購入 20                 20                    書籍代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232297 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 豊明市 自治体コード

-合計 - 1,759            1,759                

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

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及び出前講座 1,726            1,726                
全世帯向け及び窓口用パンフレット作成・配布経費、出前講座
（６回）の講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 担当者・相談員の県内研修の参加支援（２名） 13                 13                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修会に３回消費生活相談員を参加させた

（強化） 県主催の研修会への参加を増やす（担当職員、相談員の２名３ 回分増）

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） 参考図書は未整備

（強化） 担当職員や相談員の知識を高めて相談内容のレベルアップを図るため、従来未整備だった書籍を購入

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）

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） 消費生活講座を年２ 回開催

（強化）
既存分の講座以外に新たな出前講座を６ 回開催。新規に啓発用パンフレット等の作成（①全戸配布用②窓口用③講座用）、啓発用品（マグネット）を
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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-9               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 357             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,759          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 366             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,116            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 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 -                    



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 ○ 愛知県が実施する研修会参加のための旅費を支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人
平成22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）

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）
相談室専用のＯＡ機器の設置、インターネット環境の整
備等

1,157 1,157
パソコン、ＯＡ機器の設置、プロジェクター、スクリーン等の購
入、インターネット接続工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232301 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 日進市 自治体コード

-合計 -             1,163                 1,163

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

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）

相談員研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修参加旅費 6 6

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（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） 県が主催する研修など基礎的な法律知識や資質向上のための研修に参加している。

（強化） 国民生活センターや県が主催する研修など、新たに３人、２回分を追加し相談員のレベルアップを図り、高度化する相談に対応する。

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） 現在の相談室は、机といす及び電話機があるのみである。

（強化）
相談員専用のパソコン、ＯＡ機器の設置、インターネット環境の整備を行うことにより、相談体制の充実を図るとともに、啓発用機器と兼
用のプロジェクター、スクリーン等を購入し、窓口業務を強化する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -261 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,508 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,163 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,769 千円

平成22年度の消費者行政予算             2,671 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,769 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップを図るための研修参加の旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       3 人 平成22年度末予定 相談員数       3 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員の相談環境を整える。                  88                     88 書類運搬コンテナ・キャリー・コピー機・参考図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232335 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 清須市 自治体コード

-合計 -                497                    497

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 相談窓口の周知と消費者被害防止のための啓発                316                    316 全戸を対象にチラシ作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修受講費・旅費(交通費・宿泊費・日当2日×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） 相談員の専門的知識向上のための研修参加                  93                     93

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修旅費の支給（県主催のものに限る）

（強化） 研修受講費・旅費の支給（国民生活センターでの研修　２名２日分）

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） 相談員の執務用参考図書を購入し相談機能の強化を図る

（強化） 新たに運搬用コンテナを購入し相談員の書類・資料の移動を円滑に行えるようにする。また、新たにコピー機を購入し、相談時の環境を整える

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報にて相談日の周知

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

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -28 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              928 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              497 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              956 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,425 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              299 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,255 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター実施の研修受講費・旅費・宿泊費を支給する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       7うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       7消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費生活相談窓口の機能強化を図るため執務参考図書
(資料)及び備品を購入する。

                 62                     57 執務参考図書、参考図書整理用ﾌｧｲﾙﾜｺﾞﾝの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232343 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 北名古屋市 自治体コード

-合計 -             1,186                 1,165

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

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のためのパンフレット等作成し、全
戸配布することにより啓発事業を行う。

               361                    361 啓発用パンフレット作成（A4 4ページ） 、広報折込手数料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費等

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） 国民生活センタ－等が行う研修に参加する。                763                    747

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する研修会に参加していた。

（強化） 県が開催する研修会以外に国民生活センターが行う研修会に２名の消費生活相談員を参加させて、消費生活相談員のレベルアップを図る。

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） 消費生活相談を開設以来、消費者六法他２冊の参考図書で相談業務を行っていた。

（強化）
消費者問題が複雑化多様化し、それに伴い悪質業者の手口も巧妙化している中、これらのトラブルに対応するため参考となる図書（資料）等を購入し
窓口の機能強化を図る。参考図書整理用のファイルワゴンを購入し相談業務がスムーズにできる環境を整える。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 毎週開催される消費生活相談の案内を、市広報及びホームページに掲載していた。

（強化） パンフレット等作成し市広報に折込全戸配布することにより、消費者被害未然防止するための啓発事業を行う。

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -12 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              360 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,165 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              372 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,525 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算                372 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が行う研修会に参加し、相談員のレベルアップを図る。

③就労環境の向上 ○ 被害の予防やトラブルに対応するため、執務参考図書（資料）を整え相談に応じ
る。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談用参考資料の拡充                  50                     50 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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

233021 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 東郷町 自治体コード

-合計 -             1,630                 1,630

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員謝礼

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置                240                    240

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
消費者問題の講演会開催　消費者被害防止のための啓
発

            1,300                 1,300
消費者問題啓発のための講演会開催時の講師謝礼金・旅費、
開催委託経費等、被害防止啓発用パンフレット作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援                  40                     40

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県等開催の研修に相談員１名を参加できるよう旅費、研修費を支給

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） 平成２１年度に消費生活相談窓口を開設し、参考図書、パソコン、プリンター等の事務用機器を整備、窓口新設を周知する

（強化） 新たな執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

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） 消費者問題啓発のための講演会開催　悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成し、公共施設での配布、全戸回覧を行なう予定

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

11 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 134 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,630 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              123 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,764 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              440 千円

平成21年度の消費者行政予算                563 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      144             人時間／年                 240 千円

              11 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費             134 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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加

③就労環境の向上 ○ 参考図書の購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       1 人 平成22年度末予定 相談員数       1 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

                 40                     40 書籍購入費、事務用機器購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

233048 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 長久手町 自治体コード

-合計 -                  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）

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

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、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員の県内および県外での研修参加に対する支援（1
名）

                 56                     56

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内の研修へは自費参加、県外の研修へは不参加。

（強化） 県等が開催する県内で行われる研修および国民生活センターが開催する県外で行われる研修の参加に係る旅費等を支援する。

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） 多重債務相談関連の書籍を中心とした参考書籍の購入及び本棚、パンフレットスタンド等の事務用機器を購入。

（強化） 昨年度に引き続き、多重債務相談関連の書籍を中心とした参考書籍の購入及び本棚等の事務用機器を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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 活相談 高度化事業
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -14 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              914 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費                96 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              928 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,010 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              430 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,358 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内・県外で実施される研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上 ○ 参考書籍・事務用機器の購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       1 人 平成22年度末予定 相談員数       1 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

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） 相談窓口を移設することに伴う電話移設                239                    239 直通回線敷設工事

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

232033 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 一宮市 自治体コード

-合計 -             1,658                 1,658

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 特別消費生活講座             1,200                 1,200
講座開催委託料(既存分の12回のうち1回分の講座の拡充部分
のみ計上)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・行政職員の国センでの宿泊研修に参加                219                    219

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 近隣の１日研修に旅費を支援

（強化） 新たに相談員が国センの宿泊研修に参加するため参加するための旅費を４回分、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） 尾張県民生活プラザに間借して一宮市消費生活相談窓口が設置されていた

（強化） 消費生活相談窓口を移転し、庁舎内の多重債務相談室と併設することで、相談者への利便性を強化

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 （既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 （既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業 （既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 毎月一般市民を対象に消費生活講座を８０人程度収容できる会場で開催

（強化） 既存の12回の講座のうち1回の規模を拡充し、大規模な会場で、多数の集客による「特別消費生活講座」を開催。なお、講座啓発ＰＲチラシも作成

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             664 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           7,784 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,658 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           7,120 千円

平成22年度の消費者行政予算             9,442 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,247 千円

平成21年度の消費者行政予算             9,367 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 年間４回の国センでの宿泊研修参加。

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 ○ 日給単価増。通勤手当相当の費用弁償支給。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

消費生活相談員の養成講座への参加（賃金・旅費）

⑦消費生活相談員等 ﾞ ｱ 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） 消費生活相談員の養成講座への参加                334                    334

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の機能強化                669                    669
機材・事務用機器の設置、執務参考資料の購入、窓口の拡充
に関する住民への周知

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232157 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 犬山市 自治体コード

-合計 -             1,599                 1,599

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談日数拡大分の消費生活相談員報償金

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 消費生活相談窓口の開設日数の拡大                310                    310

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル被害防止のための啓発                180                    180 高齢者・若者向けパンフレットの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者行政担当者のレベルアップ研修への参加

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） 消費生活相談員等のレベルアップ研修への参加                106                    106

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当者のレベルアップ研修への参加なし

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップ研修への参加（県外・２回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員の養成講座への参加なし

（強化） 消費生活相談員の養成講座への参加（将来の相談員を確保するため、市の定数外職員１名）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 機材・事務用機器として書類保管庫の設置なし(昨年度は機材・事務用機器としてパソコン・プリンタ・スタンプの設置、新たな執務参考資料を購入)

（強化）
機材・事務用機器として書類保管庫の設置、窓口の拡充に関する住民への周知用品(クリアファイルの予定)の購入、昨年に引き続き新たな執務参考
資料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談窓口の開設（年間５０日程度）

（強化） 平成２２年度から相談員２名の相談日を増やし、消費生活相談窓口の開設日数を５０日程度拡大（年間１００日程度）

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） 消費生活講座の参加者にパンフレット配布

（強化） 新たに高齢者（5000部）と若者向け（500部）の悪徳商法被害防止のためのパンフレットを購入、配布する

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -27 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,404 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,599 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,431 千円

平成22年度の消費者行政予算             3,003 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,279 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,710 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      200             人時間／年                 310 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員報償金の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

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）
相談窓口へ情報端末機等の整備、消費生活講座等用映
像関連機器の整備

               996                    996
ノートパソコン、プリンター、プロジェクター、スクリーン、デジタル
カメラ購入。ネットワーク工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232173 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 江南市 自治体コード

-合計 -             2,469                 2,469

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活トラブルの未然防止啓発チラシ等を全戸配布、
消費者情報専用掲示板の設置

            1,473                 1,473 啓発チラシ、啓発シール作成、掲示パネルの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

（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） 簡単な間仕切りの相談スペースには、机、椅子しかない

（強化）
相談窓口へ情報端末機等(ノートパソコン、プリンター購入、ネットワーク工事)や消費生活講座等用の映像関連機器(プロジェクター、スクリーン、デジ
タルカメラ)を整備する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市広報に毎月「暮らしのワンポイント」を掲載

（強化）
消費生活トラブルの未然防止啓発チラシを全戸配布するとともに振り込め詐欺等撃退シールを高齢者に配布(18000枚作成予定)。ま
た、消費者情報専用掲示板を設置(見守り情報等を掲示するための掲示板兼パンフスタンドを住民サービス課と相談場所の2か所に設
置予定)

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             105 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,676 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,469 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,571 千円

平成22年度の消費者行政予算             5,145 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,571 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232203 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 稲沢市 自治体コード

-合計 -                357                    357

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発に関するチラシ作成                300                    300 印刷費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談業務に従事している行政職員及び消費生
活相談員の研修参加支援

                 57                     57

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活相談業務に従事している行政職員の研修参加を２回実施

（強化） 消費生活相談業務に従事している行政職員及び消費生活相談員の研修参加支援を１回分追加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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） 消費生活モニター制度、消費生活講座を年５回実施、消費生活展を年１回開催

（強化） 新たに消費者教育・啓発に関するチラシを作成し、50,000部を広報6/1号と併せて配布

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -149 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,295 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              357 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,444 千円

平成22年度の消費者行政予算             2,652 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,444 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催の消費生活相談員研修を１回分追加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232289 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 岩倉市 自治体コード

-合計 -                461                    461

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談日数拡大分(月２回分)の報酬費

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 消費生活相談窓口の相談日の拡充                120                    120

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止パンフレット作成                229                    229 パンフレット作成費用（市内全戸配布23,000部）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・参加費

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） 相談員研修参加支援経費                112                    112

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 国民生活センター主催の研修に相談員2名の旅費等を支給

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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談　月2回

（強化） 消費生活相談員1名が担当していた月2回の相談を月4回へ拡充するとともに、拡充した2回分について新たに相談員2名を配置

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） 消費生活講座（年６回）

（強化） 悪徳商法による消費者被害を未然に防止するための啓発用パンフレットを作成し、全戸配布

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

61 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 993 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              461 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              932 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,454 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              907 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,839 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      72               人時間／年                 120 千円

              61 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費             993 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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加の旅費を支援する

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       4うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       4消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

⑦ 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談の拡充のため、パソコン・プリンター等、図書、参考
資料を充実する

               233                    233 事務用機器、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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

233617 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 大口町 自治体コード

-合計 -                477                    477

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシを印刷する                223                    223 印刷製本費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修教材費

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） レベルアップのため、研修参加の支援をする                  21                     21

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員や消費者行政担当者の県内研修14回分の旅費を支援

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） 参考図書は消費者六法のみ。専用パソコン等がない状態で月１回、役場で消費生活相談を開設している

（強化） 相談員用のパソコン・プリンター等や参考図書を充実させる

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 窓口周知啓発及び被害未然防止のため全戸に啓発チラシを配布する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -13 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              296 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              477 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              309 千円

平成22年度の消費者行政予算                773 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算                309 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ レベルアップのため、研修参加の支援をする。

③就労環境の向上 ○ 事務用機器、参考図書を充実する。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       1 人 平成22年度末予定 相談員数       1 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

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） 事例図書購入等                  28                     28 専門図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

233625 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 扶桑町 自治体コード

-合計 -                887                    787

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談日数拡大分の相談員賃金

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
消費生活相談窓口開設日の拡充事業（月２回から週１回
へ）

               364                    264

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 啓発チラシ作成・地区消費生活講座充実                495                    495 チラシ作成費、消費生活講座講師謝金及び啓発機材購入費

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談員の参考図書は今まで購入していない

（強化） 専門分野知識向上及び消費者行政分野のレベルアップを図ため参考図書等を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月２回（第１・３木曜日９：００から１２：００）の消費生活相談員１名による消費生活相談実施。第４水曜日の相談は定数内職員が商店街において実施。

（強化）
月２回（第１・３木曜日）の消費生活相談を平成２２年度から毎週（木曜日９：００から１５：００）に拡充し、消費者・多重債務者相談体制の強化を図る（基
金事業分は拡充した相談日・相談時間。相談員は１名）

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） 消費生活講習会年２回実施。啓発用回覧板作成（１，５００部）

（強化）
広報紙に消費生活問題等の周知徹底及び諸問題における啓発チラシの折り込み、各戸配布をする（年２回）、また、年５回（基金事業分３回分追加）
を目標に地域高齢者を対象に消費生活講習会を開催、及び高齢者に分かりやすい講習会にすることから機械器具等（プロジェクター）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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             165 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              464 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              787 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              299 千円

平成22年度の消費者行政予算 1,079 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 299 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1 188 人時間／年                 264 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員謝金として日７，０００円（５時間）としアップを図る（１時間単価１，
３３３円を１，４００円に単価アップ）

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の拡充整備 337               295                   
相談室通信機能拡充整備・事務用機器の設置及び参考図書
購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232084 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 津島市 自治体コード

-合計 - 1,622            1,580                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,272            1,272                
高齢者向け・若者向けリーフレットの印刷、各戸配布
消費生活展・くらしの講座時に簡単な消費被害事例と啓発用標
語入りエコバッグ配布。啓発用ＤＶＤ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の県内での研修参加支援(2名） 13                 13                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県内開催の研修に相談員2名を年間5回ずつ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） 事務用機器・通信設置なし

（強化）
相談室のインターネット接続工事を行いインタｰネット検索可能なＰＣ・プリンタを導入する。電話相談可能用に電話移設工事を行うとともに、参考図
書・書類棚も設置する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 消費生活展年1回・くらしの講座年２回

（強化）
新たに高齢者・若者向けの消費者被害防止のためのリーフレットを印刷し、年２回市内全世帯に配布する。
消費生活展・くらしの講座時に簡単な消費者被害事例と啓発用標語入りエコバッグ配布。啓発用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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

39               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 650             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,580          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 611             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,230            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 611               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年 -                    



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 電話・パソコン・専門図書の設置

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 2      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      人
平成22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）

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） 事務用機器設置及び執務参考資料の購入                434                    434
(パソコン・プリンタ・書籍・キャビネット購入、インターネット接続
工事)×相談室２ヶ所

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232327 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 愛西市 自治体コード

合計 -             2,270                 2,190

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）

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談窓口開設を月1回から2回に拡充する                156                     78

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 被害事例チラシの配布、ビデオ放映にて市民に周知             1,674                 1,674
チラシ印刷費、DVDプレヤー購入、（DVD・ビデオソフト、
ﾃﾚﾋﾞスタンド）×相談室２ヶ所

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加のための旅費                   6                       4

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県等が実施する研修に参加２回

（強化） 県等が実施する研修に参加５回(新たに３回追加)

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） 参考図書、事務用機器もない状態で相談実施(机・椅子のみ)

（強化）
窓口の機能強化を図るため、本庁と佐織庁舎にある相談室にそれぞれ事務用機器購入を設置し、インターネット接続工事を行なう。また、執務参考資
料を購入する

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談窓口月１回　(相談員1名体制)

（強化） 平成22年度から消費生活相談窓口月２回開設(相談員1名体制で新たに１２回相談日を追加)

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） あいち暮らしっくの隔月全戸配布。相談実施日に庁舎のロビー等で来庁者にビデオを見てもらい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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

                2 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費                89 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,190 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費                87 千円

平成22年度の消費者行政予算             2,279 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算                  87 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      36               人時間／年                   78 千円

               2 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費               89 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

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員養成講座に参加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談所の充実                  50                     50
消費者六法・消費者契約法の実務マニュアル・Q&A先物被害
110番等参考図書の購入

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）

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

232351 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 弥富市 自治体コード

-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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 保有図書類なし

（強化） 現在、相談所に配備されていない消費者六法等を配備し、業務の充実を図る

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）

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

              -1 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費             461 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費                50 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              462 千円

平成22年度の消費者行政予算                511 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算                462 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                     - 千円

              1 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費             461 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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談用参考図書の購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       3 人 平成22年度末予定 相談員数       3 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

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）

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ・ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・参考資料の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活に係る相談窓口を開設する                143                    143

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

234273 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 飛島村 自治体コード

-合計 -                293                    293

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止を図りﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成                135                    135 高齢者・一般用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者が研修に参加する                  15                     15

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県開催の消費者行政担当者が年10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） なし

（強化） 新たに消費生活に係る相談窓口を開設し、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ1台、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ3台にて相談環境を整え、執務参考資料を整備する。

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）

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のためパンフレット作成(3000部の予定)。老人クラブ例会にて配布。

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費              293 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成22年度の消費者行政予算                293 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       -消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       - 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232050 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 半田市 自治体コード

-合計 -                887                    887

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）

消費生活相談日追加分の報酬費

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 消費生活相談員の追加                694                    694

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座等で使用する教材購入及び消費生活相談室の
周知

                 98                     98 相談室の情報をプリントした「くらしの豆知識」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）

旅費・受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県外研修への参加支援（２名）                  95                     95

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外の研修には、毎年１名が参加

（強化） 他の相談員も研修に参加できるよう旅費を支援（２名分追加）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週3日2人体制で消費生活相談実施

（強化） 平成22年6月から週4日2人体制に消費生活相談を拡充　(消費生活相談日を週1日追加)

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） 消費生活講座を１２回程度開催

（強化）
既存の消費生活講座等の内容を拡充するため、相談室の情報をプリントした「くらしの豆知識」(330冊)購入予定)を購入し、出前講座の際に教材として
活用するとともに、相談室の周知を行う

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               15 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,010 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              887 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,995 千円

平成22年度の消費者行政予算             3,897 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              350 千円

平成21年度の消費者行政予算             3,345 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      480             人時間／年                 694 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 毎年１名が県外研修を行っているが、他の相談員２名（新人除く）に対しても参加支

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       4うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       3

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       4消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談員用のプロジェクター・スクリーンを相談室に整備す
る。啓発グッズ作成

               440                    440
相談室の機能強化を図るための機材設置費、啓発グッズ購入
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）

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

232165 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 常滑市 自治体コード

-合計 -                986                    986

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座開催、それに伴う教材等を購入                525                    525 講師謝金、教材作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員の研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加旅費の追加                  21                     21

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修旅費 　名古屋２回分措置

（強化） 新たに研修旅費　名古屋20回措置

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） 報償費　３３２千円、消耗品費２千円のみ

（強化） 啓発事業・会議等に使用するプロジェクター・スクリーンを相談室に整備する。啓発グッズ（マグネット５００個、クリアファイル1,000枚の予
定）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座7回

（強化）
消費生活講座3回追加。新たな消費生活講座の教材(パンフレット)購入、消費者被害未然防止のための啓発リーフレット各戸配布
(20,000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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             129 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              758 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              986 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              629 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,744 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                619 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,248 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員が要望する研修は参加させたい。

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 ○ 平成２１年度予算までは、交通費相当込みであったが別途支給する。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談員事務向上の為のOA機器等充備                147                    147 PC、プリンタ等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232220 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 東海市 自治体コード

-合計 -            17,052               17,040

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者ｱﾝｹｰﾄ             2,520                 2,520 調査費委託費

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）

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

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 番組制作、若年啓発、老年啓発            14,243               14,243 番組作成・放映委託費、DVD購入費、ｼｰﾙ作成委託費

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）

県内外旅費等

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） 消費生活相談員研修費                142                    130

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 近郊で行われる研修への参加等(県内旅費３人×２回分)

（強化） 県内外で行われる研修への参加等(県内旅費２人×３回分と県外旅費（相模原）２泊３日×２人×１回分を追加)

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） 今まで、相談員用の相談業務パソコン・プリンタなし

（強化） 消費生活相談業務の効率化を図るため、ノートPC・プリンタ等を購入する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 強化事業に対応する既存事業はなし

（強化）
消費者啓発番組の作成（CATVにて悪質商法被害防止PR動画や消費生活相談PR動画等を週１回放送予定）、消費者教育の為の資料購入や配布
物（悪質訪問販売に対する注意喚起シール45,000枚作成予定）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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 消費者行政の現状を把握するため、東海市民を対象に3000人にアンケートを実施し、集計、分析等を行なう。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             110 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,030 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費          17,040 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,920 千円

平成22年度の消費者行政予算            20,070 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,920 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 参加が困難だった県外研修等にも参加出来るようになる。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

人 平成22年度末予定 相談員数       3うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       3

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232238 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 大府市 自治体コード

-合計 -             1,153                    939

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品・啓発冊子の作成             1,153                    939
啓発物品作成（相談窓口の案内が入ったマグネット3,000個）
啓発冊子作成（相談窓口の案内が入ったもの32,000部）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 悪質商法追放講座用の教材として、啓発冊子を購入

（強化） 新たに相談窓口の案内を印刷した冊子(32,000部)・マグネット(3,000個)を配布し、相談窓口のPRや悪質商法からの未然被害防止に努める

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）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -103 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,125 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              939 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,228 千円

平成22年度の消費者行政予算             3,064 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,228 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                     - 千円

          103 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          2,125 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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       2 人 平成22年度末予定 相談員数       2 人

人 平成22年度末予定 相談員数       -うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       -

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の備品整備、参考図書の充実等                555                    555 消費生活相談室用備品、参考図書等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232246 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 知多市 自治体コード

-合計 -             3,152                 3,152

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシの全戸配布   40周年記念講演会             2,597                 2,597
消費者啓発用チラシ作成、配布代、消費者問題講演会開催業
務委託経費、啓発ビデオ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

（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） 相談室が手狭で、相談者に圧迫感を与えている。また、相談に必要な備品も少なく、資料、啓発冊子などが限られている

（強化）
既存の相談室から新しい相談室に移転し、広さは３．３㎡から10．0㎡に拡充し、相談者への圧迫感を解消する。また、相談室用備品と
してカウンター、会議テーブル、イス、参考図書用備品としてカタログスタンド、書庫、待合用備品としてイスなど計9点を購入

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）

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） 愛知県の発行する啓発チラシは、回覧として市内に配られるため、見る人が限られる

（強化）
消費者被害未然防止のための教育・啓発チラシを保存版として全戸配布するとともに市政40周年を記念した消費者問題に関する講演
会を実施する。また、消費生活相談用啓発ビデオとして若者編、一般編、高齢者用の計3本を購入

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -394 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,358 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           3,152 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           3,752 千円

平成22年度の消費者行政予算             6,510 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算             3,752 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の備品、資料の充実

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       2

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       2 人 平成22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）

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）

事務用機器・執務参考図書一式購入

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） Ｈ２２年４月から相談窓口を開設するための備品等整備                247                    247

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

234419 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 阿久比町 自治体コード

-合計 -             1,531                 1,531

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）

消費生活相談員を新規に配置するための報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談窓口新設に伴い、相談員を新規に配置する                112                    112

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 消費者向け啓発パンフレット（保存版）の全戸配布             1,172                 1,172 消費者教育・啓発に必要なパンフレット作成・配布経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） なし

（強化） 消費生活相談員用の事務用機器としてパソコン、プリンター、キャビネットを各１台購入。また、参考図書も購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年度から消費生活相談スタートアップ事業の実施に伴い、消費生活相談員を新規に配置する（月1回及び臨時に年２日　1名体制）

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） 住民の消費者被害を未然に防止するため、保存版の啓発資材（パンフレット）を全戸に配布する

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

                5 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              419 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,531 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              414 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,950 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算                414 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      70               人時間／年                 112 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       - 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員の知識の向上                  61                     61 相談員の法律関係、ガイドブック、情報誌等の書籍購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

234427 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 東浦町 自治体コード

-合計 -                727                    727

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者、その他消費者被害防止のための啓発                666                    666
高齢者向けパンフ作成、産業まつり消費者相談コーナー配布
のパンフ作成、消費生活講座用啓発資料作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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(今まで全く購入していない)

（強化） 新たに相談員が知識を向上できるように書籍を購入

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）

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） 高齢者向けに年1回、県から頂く「あいち暮らしっく」の配布。一般には毎月、「あいち暮らしっく」の回覧。消費生活講座の開催

（強化）
新たに高齢者向け悪徳商法被害防止パンフレットの作成(4,100部・敬老会で各個人に配布予定。)。産業まつりでの消費者相談コー
ナーで一般に配布する啓発パンフレットの作成(200部)。消費生活講座参加者に配布するための啓発資料を作成(100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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               -3 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              361 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              727 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              364 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,088 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修に係る旅費については町の旅費規程に準じて支払う

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       3 人 平成22年度末予定 相談員数       3 人

人 平成22年度末予定 相談員数       -うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

234478 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 武豊町 自治体コード

-合計 -                455                    455

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

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事業                455                    455 啓発パンフレット・シールの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県が作成した「暮らしっく」を全戸回覧

（強化） 消費者被害防止及び消費生活相談室の周知を図るための啓発パンフレット及びシールを作成し全戸配布する

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

                - 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              500 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              455 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              500 千円

平成22年度の消費者行政予算                955 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算                500 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室を充実させるための執務機器費用等                908                    908
相談体制を１名体制から２名体制にするための、机・椅子等の
購入費用

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

232025 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 岡崎市 自治体コード

（単位：千円） （単位：千円）

-合計 -             1,618                 1,210

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用シール等の作成                574                    200 啓発シール作成費用

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員のスキルアップを図るため、４名いる相談員全てが研修
に参加（今までは１名のみ参加）する費用(旅費・参加負担金)

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援                136                    102

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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４名いるうち、１名のみ参加するための研修参加費用
（強化） 相談員４名全てがスキルアップでするための、３人分の県外研修分を新たに支援

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） 相談員１名体制用の執務機器等の配備

（強化）
相談員１名体制から相談員２名体制用とするため、１名相談員が増員する分の執務機器等の配備するとともに相談室としての機能拡充
を行なう(テーブル2台、相談員用椅子１脚、相談者用チェア2脚、シュレッター１台、モノクロレーザー複合機１台他23点）)

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 「くらしの豆知識」や消費者被害防止の啓発品を配布

（強化）
「くらしの豆知識」や消費者被害防止の啓発品の配布のみならず、消費生活相談室の存在を市民に認知してもらうとともに消費者被害
の未然防止を図るための啓発シール等の作成し(２万枚)、イベント、講座などの際に配布する予定。

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費          19,296 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,210 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費          22,670 千円

平成22年度の消費者行政予算            20,506 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算            22,670 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                     - 千円

         -3,374 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

②研修参加支援 ○
H21までは相談員４名のうち１名の研修参加としていたが、４名全てに参加してもら
いスキルアップを図る。

③就労環境の向上 ○
相談窓口を現行の１名体制から２名とすることができるよう、相談室の執務機器等
の充実を図る。

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数       4うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       4

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員総数       4消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       4 人

人

人

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232092 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 碧南市 自治体コード

（単位：千円） （単位：千円）

-合計 -                  86                     86

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座用の啓発用消耗品の購入                  32                     32 くらしの豆知識の購入(100冊)

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）

県外・県内の研修参加旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加旅費等の支給                  54                     54

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） なし。

（強化）
消費生活相談員１名の研修参加時の旅費等を支給する(神奈川県相模原市内の国民生活センターの研修1回、県主催の名古屋市内の研修4回、岡
崎市内の研修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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（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） 消費生活講座（平成２０年度は５回開催）の実施。

（強化） 消費生活講座（年５回程度）の研修の教材として、新たにくらしの豆知識を活用し、講座の教育効果を強化する。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               12 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,088 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費                86 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,076 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,174 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              435 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,511 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費等を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談員の執務参考図書の拡充                  41                     41 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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232106 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 刈谷市 自治体コード

-合計 -                694                    694

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座の教材拡充、消費者被害防止のための啓
発パンフレット・啓発品の作成・配布

               644                    644
暮らしの豆知識の購入、啓発用パンフレット、啓発品の作成・配
布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

日額消費生活相談員の研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 日額消費生活相談員の研修旅費の支援                   9                       9

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） 日額消費生活相談員研修参加旅費なし(今まで研修に参加させていない)

（強化） 日額消費生活相談員研修参加旅費　名古屋1,660円×5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） 消費者契約法の実務マニュアル及び暮らしの豆知識'10

（強化） 新たに特定商法関係の書籍を中心に執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 高齢者・若者向け一般の悪徳商法などの被害防止のための消費生活講座を開設（年3回）

（強化）

既存の消費生活講座の内容を充実するため、前年度同様にくらしの豆知識(240冊)を新たな教材としてし活用する。啓発パンフレットの作成　((消費生
活相談窓口入り)パンフ(架空請求対策)・(振り込め詐欺対策)・(相談窓口周知対策)の3種類・各1,000部・市役所及び市民センター(4箇所)、刈谷市社
会福祉協議会(ひまわり)及び刈谷市南部生涯学習センター(たんぽぽ)に配置)及び啓発物品の作成((消費生活相談窓口入り)エコ巾着・500・消費生
活講座(年3回)・講座受講の際配布。(消費生活相談窓口入)啓発用マグネット・消費生活講座(年3回)、出前出張講座(年約3回)及び刈谷市わんさかま
つり・講座受講の際配布及びわんさかまつりの際配布。)

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -14 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              632 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              694 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              646 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,326 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              333 千円

平成21年度の消費者行政予算                979 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修会への出張旅費を支援する。

③就労環境の向上 ○ 相談員の環境改善として参考図書の購入を行う。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

人 平成22年度末予定 相談員数       7うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       7

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

相談員総数       7消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       7 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232122 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 安城市 自治体コード

-合計 -             1,168                 1,168

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談の開催                240                    240 弁護士報酬

⑱消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

⑭商品テスト強化事業

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員旅費及び研修受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の専門的研修への参加機会の拡大                107                    107

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修参加費用（10回分）

（強化） 相談能力のレベルアップを図るため、国民生活センターにて開催される専門・事例講座に参加する費用を2回分追加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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） 消費生活団体による消費生活展の開催

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

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 相談員による相談を開催

（強化） 相談事業の充実を図るため、弁護士による相談を月１回程度開催(消費生活相談員も同席)

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,168 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,689 千円

平成22年度の消費者行政予算             2,857 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              850 千円

平成21年度の消費者行政予算             2,539 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 弁護士相談の実施による相談員の知識向上（年間12回）

②研修参加支援 ○ 国民生活センター専門・事例講座への参加機会の創出（年間2回）

③就労環境の向上 ○ インターネット環境の整備(相談を行う部屋にパソコンを敷設し事例等の検索機能
を強化）

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能強化                  26                     26 執務参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232131 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 西尾市 自治体コード

-合計 -                581                    581

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談日増加分の相談員報酬

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 多重債務相談を実施                  14                     14

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発                486                    486 啓発パンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員の研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加を支援                  55                     55

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県等の主催の研修に参加

（強化） 既存分の研修に加え、新たに(独)国民生活センターの研修に参加　1回（1人2泊3日）

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）

少しの執務参考資料しかない相談室で消費生活相談を実施(２１年度基金事業により、パソコン・プリンターを購入しインターネットを接続　消費者六
法、法ニュースを購入)

（強化） 相談に必要な執務参考資料を２１年度に引き続き購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員による多重債務相談を2日実施

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） 市の広報で消費生活相談を案内

（強化） 高齢者向けの消費者啓発パンフレットを作成し、全世帯に配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -15 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,039 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              581 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,054 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,620 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              935 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,989 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      6                人時間／年                   14 千円

            15 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          1,039 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

④その他

②研修参加支援 ○ (独)国民生活センターの研修に参加（2泊3日）

③就労環境の向上 ○ 参考資料を購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       3うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       3

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       3消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       3 人 平成22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）

⑦ 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
執務参考資料等の整備
消費生活啓発用チラシ等用パンフレットスタンドの設置

               100                    100 消費生活書籍及びパンフレットスタンドの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232254 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 知立市 自治体コード

-合計 -                686                    686

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座開催。町内回覧による啓発、成人式での
啓発

               535                    535
消費生活講座募集チラシ印刷用紙、配布用参考資料（くらしの
豆知識）購入、町内回覧用啓発チラシ、成人式配布用啓発物
品作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員専門講座受講費、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） 消費生活相談員専門講座受講                  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．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内で行われる日帰り研修に２～３回参加している。

（強化） 新たに消費生活相談員専門講座（神奈川県相模原市、宿泊研修１回）を受講し、相談員のレベルアップを図る

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） 相談員がインターネットを利用して情報収集・検索ができるようにした。執務参考資料等を購入し相談の参考とし、その収納場所を確保
したが、チラシの置き場はあまりなく他のチラシと混じってわかりにくい。

（強化）
新たに特定商取引法関係の執務参考資料を購入して相談の参考とする。消費生活啓発用パンフレットスタンドを購入しチラシ等を見や
すく取り易く設置する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） あいち暮らしっくを町内回覧年１回、成人式での啓発配布。他、毎号市内各施設に設置配布。

（強化）

新たに消費生活講座を２回開催する(教材として「くらしの豆知識(名入れ)」を１５０冊使用。相談コーナーでの相談者への啓発配布とし
て５０冊。あわせて２００冊購入)。また、町内回覧用の啓発チラシを２，５００部作成し、消費者被害の未然防止についての全戸啓発を行
なうとともに、成人式等の際に、知立市の消費生活相談窓口入りの啓発グッス(クーリングオフ封書セットの予定)を１，０００個作成し、消
費生活相談窓口周知を行なう。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               48 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              560 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              686 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              512 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,246 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              436 千円

平成21年度の消費者行政予算                948 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員専門講座の受講。

③就労環境の向上 ○ 参考図書・備品等の購入により、環境を整備する。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員用の執務参考図書の拡充                   8                       8 図書購入費

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）

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

232271 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 高浜市 自治体コード

-合計 -                  46                     46

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

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）

相談員研修参加(研修費30千円旅費8千円)

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援                  38                     38

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修の参加なし

（強化） 相談員の知識の増加を図るため、相談員を県内研修に参加させる(4回程度)

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） 蔵書１冊（暮らしの豆知識'06）

（強化） 新たに専門図書を購入することにより、相談員の知識の増加を図る

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）

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 活相談 高度化事業
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

                - 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              143 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費                46 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              143 千円

平成22年度の消費者行政予算                189 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算                143 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 専門研修に参加する。

③就労環境の向上 ○ 専門図書を購入する。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       1 人 平成22年度末予定 相談員数       1 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談のための参考図書購入                587                    587 参考図書購入、窓口周知啓発グッズ作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

234826 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 吉良町 自治体コード

-合計 -             1,498                 1,498

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
町民に対し啓発冊子の全戸配布及びイベントでの啓発
グッズの配布

               911                    911 啓発冊子作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活相談に対して相談員が独自にもっている資料やパンフレットなどを活用している

（強化）
参考図書を購入し、相談業務に活用できるようにする。さらにイベント等を活用し、マグネットの啓発グッズ配布により町の消費生活相談窓口や消費者
ホットラインの周知を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県からの啓発冊子の回覧を実施

（強化） 消費者被害未然防止のための保存版の教育啓発冊子を作成し、全戸配布する

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

                - 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              105 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,498 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              105 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,603 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算                105 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談事業のための参考図書の購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

人 平成22年度末予定 相談員数       5うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       5

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数       - 人 平成22年度末予定 相談員数       - 人

相談員総数       5消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       5 人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談体制の強化・拡充 750               750                   事務用機器・参考資料等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

235016 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 幸田町 自治体コード

-合計 - 1,009            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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 146               137                   パンフレットの作成・配布委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費・負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加への支援（１名） 113               113                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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） 研修等への参加支援は行っていない

（強化） 国民生活センターが実施する研修に相談員１名を２～３回参加できるよう旅費等を支援

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） 「消費者六法」等、参考図書３冊を保有

（強化）
消費生活相談の機能強化（デジカメ・パソコン・プリンター・プロジェクター・パンフレットスタンドの購入、新たな参考図書の購入並びに消費生活相談
案内看板作成）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 愛知県が作成した広報誌等を公共施設に設置している

（強化） 新たに高齢者向け・若者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成(約１０，０００部を予定)。各種会合、成人式等で配布する

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 270             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 270             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,270            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 270               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年 -                    



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが実施する実務研修の旅費等を支給

③就労環境の向上 ○ 備品・参考図書等の購入により、環境を整備する

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人
平成22年度末予

定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 機材事務機器の増設 2,912            2,600                コピー機、電話機、パソコン、シュレッダー、椅子、机の購入

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

232114 平成 22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 豊田市 自治体コード

-合計 - 18,788           7,236                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の勤務日数増加による報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数を増加し窓口業務を整備する 11,109           979                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 3,220            2,600                
啓発用パンフレットスタンドの購入2台、移動講座の充実(寸劇
の導入)寸劇団体への謝礼、テレビ・ラジオによる教育・啓発(告
知・CM)委託料、月刊誌への教育・啓発、窓口周知等掲載料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

講師養成研修参加(1名)旅費、他市への研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門知識者を取入れた対応力の強化 840               720                   弁護士委託料

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） 相談員の県外研修への参加支援 707               337                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存） 弁護士相談月1回実施

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県外研修に7回参加

（強化） 講師養成講座への旅費の支援(現在実施していないため新規事業。1名を予定)　県外他市での研修会参加の旅費(研修参加３名を仙台

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） コピー機、電話機はリース物件

（強化）
カラーコピー機(FAX機能有)の購入(相談者に分かりやすい説明をするため、既存のコピー機にはないカラーコピー機能を追加した機
器の導入)、電話機の購入(既存の機器にはない録音機能、三者通話機能の追加により相談内容を共有化し処理を早くする)、新規パソ
コンの導入により相談業務(情報収集・統計資料作成等)の充実、職員配置用の机、椅子を購入

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員７名で年間９００日の勤務日数

（強化） 平成２２年度から相談員７名は現状、年間９９６日の勤務日数とし、相談窓口の充実を図る。(相談内容の高度化、ダイヤル相談への対応)

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

パンフレッスタンド2台有り。現在、啓発資料の増加に伴い受付カウンターに野積みされている。消費者講座実施(約３０回／年) 寸劇0
回、番組なし

（強化）
消費者被害防止用のパンフレットスタンドの購入(増台)。消費者被害防止資料の掲載により幅広く周知、移動講座の充実を図るため寸
劇の導入(4回/年)、テレビ・ラジオによる教育・啓発(告知・CM)及び相談窓口等を月刊誌により周知

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） 弁護士相談月1回実施

（強化） 委託業務に変更し、常時弁護士に相談できる体制の強化、事例研修会の開催による能力のアップを図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

3,964          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 40,292         千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,236          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 36,328         千円

平成22年度の消費者行政予算 47,528           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 580             千円

平成21年度の消費者行政予算 36,908           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      576             人時間／年 979                



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 ○ 交通費等の費用弁償

②研修参加支援 ○ 県外研修に参加支援

③就労環境の向上 ○ 保険、年金制度への加入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬単価のアップ

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 7      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 7      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数 7      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 7      人
平成22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）

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） 消費者被害防止のための啓発             1,155                 1,155 消費生活相談事業内容パンフレットの作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

232360 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 みよし市 自治体コード

-合計 -             2,107                 2,107

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談の新規実施、食品表示に関する啓発                637                    637
弁護士謝礼、食品表示に関するパンフレットの作成、食品表示
研修講師謝礼

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員人件費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の増日                315                    315

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 老人と新成人向けに消費者問題リーフレットを作成。新たに消費生活相談の窓口や対象としている相談内容を周知するパンフレットを作成

（強化） 消費生活相談の窓口や対象としている内容を周知するパンフレットを昨年度に引き続いて作成し、全戸に配布する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

（強化） 毎週水曜日の午前中にも消費生活相談窓口を開設(平成21年度からの継続事業。相談員1名体制)

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化）
多重債務問題に対応するため年2回弁護士相談を開催(消費生活相談員同席)、市民の関心の高い食品表示についてパンフレットを作成し、同時に
市民、事業者向けに講習会を開催

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）

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

５．消費者行政予算について

             -66 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              945 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,107 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           1,011 千円

平成22年度の消費者行政予算             3,052 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              375 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,386 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      150             人時間／年                 315 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       1うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

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） 消費者相談専用相談室の備品拡充                229                    229 必要機材・機器等購入費

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）

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

232211 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 新城市 自治体コード

-合計 -             1,041                 1,041

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための講演会開催と啓発活動                657                    657 講師謝礼・講演会資料購入費・リーフレット印刷費・会場借上料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費及び研修負担金（国民生活センター主催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に従事する者が研修に参加するための支援                155                    155

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） 消費者行政担当者の自費による参加。

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップのため、月に１回年10回程度参加できるよう旅費・負担金を支援する。

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） 兼用相談室により、月１回第３火曜日に相談実施。

（強化）
現兼用相談室を専用相談室化することに伴い必要となる必要機材・機器(相談用テーブル・イスセット・パーティション、相談員事務用
机・イス・パソコン・プリンター)を購入し、年度末までに月２回程度の消費者相談窓口の開設を目指す。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者出前講座の各種団体への斡旋・実施。

（強化） 消費者被害防止のためのリーフレットの作成。消費者教育のための講演会開催（２回）とイベント等での啓発（１回）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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -12 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              147 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,041 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              159 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,188 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              555 千円

平成21年度の消費者行政予算              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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・負担金

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 ○ 報償費１回（半日）３，０００円　→　５，０００円

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数       1 人 平成22年度末予定 相談員数       1 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       1消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の拡充のための参考図書の充実                  30                     30 参考図書購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

235610 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 設楽町 自治体コード

-合計 -                180                    180

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法被害防止啓発や相談先の周知、行政全般周知                150                    150 啓発グッズ・チラシ・小冊子作成・配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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

（強化） 昨年度に引き続き消費生活相談に必要となる参考図書を購入し、相談体制を強化。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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）
相談窓口の周知と消費者トラブル事例等に関する情報を積極的に提供するため、消費者被害未然防止のための教育啓発グッズ・チラシ（３５０部）・小
冊子（２００部）の作成・配布を行い、被害の未然防止に努める。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費              180 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成22年度の消費者行政予算                180 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              140 千円

平成21年度の消費者行政予算                140 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       -消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       - 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

 

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235628 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 東栄町 自治体コード

-合計 -             1,178                 1,163

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

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のための講演会、広報誌による啓
発

            1,154                 1,139
講演会（講師謝金・旅費、開催案内チラシ作成・配布、会場借
上料、）、講座の必要機材（プロジェクター購入）、広報紙への
記載

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

名古屋・豊橋等で行なわれる研修の旅費・研修費・教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修会参加                  24                     24

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） ２１年度同様研修会への参加により相談員へのさらなるレベルアップを図る(５回程度参加予定)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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に講演会(1回)や講座(３回程度）の実施・広報紙記載(前年度３回、本年４回）によりさらに注意を呼び掛ける

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               15 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費                15 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,163 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成22年度の消費者行政予算             1,178 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           1,178 千円

平成21年度の消費者行政予算             1,178 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       -消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       - 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書の購入。消費者教育用プロジェクター設置                400                    387 参考図書、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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

235636 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 豊根村 自治体コード

-合計 -                917                    900

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育の実施と悪質な訪問販売による被害防止の
ための啓発

               500                    497 組内回覧箱の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談研修旅費

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） 研修への参加                  17                     16

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） なし。

（強化） 相談内容の拡充を図るため、担当職員（１名）年２回研修へ参加。

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） 窓口を新設し、プリンタ等の必要な事務用機器を整理するとともに、消費者被害の未然防止マグネットケース付きキッチンはさみ（ケース部分に窓口等

周知する）を600個全戸に配布する等の啓発等を行い、住民への窓口周知を図った。
（強化） 被害防止の意識レベル向上を図る為のビデオ視聴用プロジェクター（啓発以外にも使用）や参考図書を購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） ビデオによる消費者教育を高齢者を対象に２回実施予定。悪質な訪問販売による被害防止を呼びかける組内回覧箱（村の相談窓口入
り）を100個作成。

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
存

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

               17 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費                47 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              900 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費                30 千円

平成22年度の消費者行政予算                947 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費              921 千円

平成21年度の消費者行政予算                951 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                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       -消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       - 人 平成22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）

相談員1名分の人件費（報酬・共済費）及び研修旅費

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） 新規雇用1名の消費生活相談員の研修                830                    830

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料購入費                   7                       7 消費庁関連等図書の購入費

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

232017 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 豊橋市 自治体コード

-合計 -             4,902                 4,902

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談者のための弁護士・消費生活相談員による三者相
談

               823                    823 弁護士活用経費（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）

相談員1名増員に伴う人件費（報酬・共済費）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名増員に伴う人件費（報酬・共済費）             2,447                 2,447

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
小学生（保護者同伴）と高校生等対象に消費者教育講座
の開催

               237                    237 講師謝礼(報償費)、教材購入(くらしの豆知識)経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員の専門・事例講座や講師養成講座等の研修参加支援
旅費及び講座参加費用

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活相談員のための弁護士電話相談                240                    240 弁護士活用経費（委託料）

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）
相談員の国民生活センター等での開催される研修参加
支援旅費及び講座参加費用

               318                    318

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 平成21年度は消費生活相談員研修（専門・事例講座）6月開催に1回参加（相模原市　国民生活センター）(平成20年度も実施している既存分)

（強化）
既存分以外に平成22年度は消費者教育に携わる講師養成講座1回参加と消費生活相談員研修（専門・事例講座）に3回参加（相模原市　国民生活
センター）及び県等が企画する研修への参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに雇い入れる相談員1名を自治体参加型の消費生活相談員養成講座（50回）に参加させる。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） 消費生活相談室1部屋を2部屋に増やすことに伴う機器及び事務用機器（机・椅子・ロッカー等）の設置（平成21年度のみ）執務参考図書等の購入

（強化） 新たな消費者庁関連等図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週5日、2人体制で消費生活相談を実施

（強化） 平成22年度から週5日、月額相談員を1名増員し、消費生活相談を3人体制に拡充する

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） 市民向けの消費生活講座等の開催

（強化） 平成22年度から新規に小学生（保護者同伴）と高校生・大学生（卒業者）対象に消費者教育講座を開催。教材として、暮らしの豆知識も活用する

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） なし

（強化） 平成21年度より消費生活相談員と弁護士との電話相談委託料



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    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） 平成22年度から相談者のための弁護士・消費生活相談員との三者による多重債務等法律相談

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

          -109 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          6,917 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           4,902 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           7,026 千円

平成22年度の消費者行政予算            11,819 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,089 千円

平成21年度の消費者行政予算             9,115 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      2,074          人時間／年               2,447 千円

          109 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費          6,917 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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等への相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       6うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       7

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       6消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       7 人 平成22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）

⑦ 費 相談員等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
消費生活相談等の拡充（平成２２年度中に消費生活セン
ター開設予定）

            7,729                 7,729 センター室改造費、備品購入費等、センター案内新聞掲載

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232076 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 豊川市 自治体コード

-合計 -            11,527               11,527

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談窓口拡充分の人件費　(報酬・共済費・賃金・費用弁償)

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の報酬等拡充分             3,326                 3,326

三河繊維技術センター（検査手数料）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 クリーニングに係る検査経費                  60                     60

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発等                319                    319
消費者被害未然防止のための啓発・教育パンフ購入費(消費生
活相談・多重債務相談窓口のＰＲ入り)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センターの研修参加のための旅費、研修参加費

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・行政職員の研修参加のための旅費等
支援

                 93                     93

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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・行政職員の県外研修なし

（強化） 相談員・行政職員の国民生活センター（県外・県内）の研修参加のための旅費等支援(相談員1人×1回分、行政職員１人×20回分の予
定)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

（強化）
消費生活相談窓口から消費生活センターに機能の格上げをするため、センターとなる会議室を改修(会議室改造工事、内線電話増設工事等)するとと
もに必要な備品等(相談机、書庫、ローカウンター等35点)や学習のための書籍を引き続き購入し、７月１日に消費生活センターを設立する。　消費生
活センターの案内を新聞掲載

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） 月曜日（４時間）、金曜日（６時間）の相談窓口、有資格者は金曜日のみ

（強化） 月～金曜日（６時間）に相談業務を行う有資格者を市の嘱託員として常勤化する。嘱託員が不在時の臨時職員、相談員補助のために
パート職員を雇い入れる

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） なし

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

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

ののみを使用

（強化） 年齢、団体を問わず悪質商法被害防止の出前講座〈講師　消費生活相談員）教材用チラシ購入（悪質商法、多重債務相談）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

           -459 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,203 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費          11,527 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費           2,662 千円

平成22年度の消費者行政予算            13,730 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,848 千円

平成21年度の消費者行政予算 5,510 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      2,074          人時間／年               3,326 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加のための旅費等支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

相談員1名分の人件費（報酬・共済費）及び研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ 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） 新規雇用1名の消費生活相談員の研修                406                    406

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・機材、事務用機器の設置                700                    700
相談室改造費、パソコン・プリンター、コピー機等の購入、消費
生活相談図書の購入

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）

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

232149 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 蒲郡市 自治体コード

-合計 -             2,306                 2,306

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の1名増員(報酬・社会保険料)

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員（１名）                800                    800

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の啓発                300                    300
高齢者向け等パンフレットの作成、説明会開催(教材費、会場
費等)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加費、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） 相談員養成の県内での研修への参加支援（1名）                100                    100

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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(今まで予算化していない)

（強化） 県内での開催研修に相談員1名参加できるように旅費・参加費を支援

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） なし

（強化） 新たに雇い入れる相談員1名を自治体参加型の消費生活相談員養成講座（50回）に参加

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 市民課の相談室を借りて相談実施

（強化）
専用の消費生活相談室を確保し、パソコンの導入、コピー機、机、椅子、書籍の設置及び相談室設置にともなう改造（担当課のフロアーの一部を間仕
切りして相談室を設置）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 毎週木曜日に１人体制で消費生活相談実施

（強化） ７月から消費生活相談員1名を臨時職員として採用し、週５日体制(木曜日は２人体制、それ以外は１人体制)で消費生活相談を実施

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） 要望があれば、出前講座を実施している。

（強化） 高齢者等を対象にパンフレットの購入（老人クラブなどで行なう説明会用600冊程度）。説明会の開催（老人クラブを対象に１０回程度）

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 活相談 高度化事業
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             -16 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              678 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費           2,306 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              694 千円

平成22年度の消費者行政予算           2,984 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費                 - 千円

平成21年度の消費者行政予算              694 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      786             人時間／年                 800 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修参加のための旅費、参加費

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       2うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       2消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       1 人 平成22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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料購入                  17                       7 相談員執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

232319 平成

（単位：千円） （単位：千円）

22 年度都道府県名 愛知県 市町村名 田原市 自治体コード

-合計 -                603                    512

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

⑭商品テスト強化事業

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

               400                    400 講師謝礼、講師旅費及び啓発品作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援                186                    105

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 市が費用弁償で旅費を支給している。（年２回）、消費者行政活性化基金事業を活用して費用弁償で旅費を支給している（年２回）。

（強化） 前年度同様に、市費で年２回程度、消費者行政活性化基金事業で年２回程度の旅費を支給する（年４回程度）。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 市費で年２冊、消費者行政活性化基金事業で年１冊参考資料を購入している。

（強化） 前年度と同様に、市費で２冊程度、消費者行政活性化基金事業で１冊程度の参考資料を購入し、相談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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 （既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 （既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業 （既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者生活講座を年９回開催している。

（強化）
既存の講座以外に中学生（３年生）を対象とした情報端末の普及に伴う消費者トラブル等の講座開催及び市の相談窓口入りの啓発品を２００個配布予
定、市民を対象とした食の安全に関する講演会の開催及び消費生活相談窓口の周知のため、市の相談窓口入りの啓発品を１００個配布する。

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人
日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人

５．消費者行政予算について

             159 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費              818 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費              512 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費              659 千円

平成22年度の消費者行政予算             1,330 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当                   - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           3,713 千円

平成21年度の消費者行政予算             4,372 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-      -                人時間／年                     - 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数       5うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       5

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

相談員総数       5消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数       5 人 平成22年度末予定


