
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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

393                   

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

３０千円／1回×６０日

4,552                

①リーフレットなど４４９千円、②業務委託費６００千円、会場設
置委託費１，０５０千円、謝金６２４千円（寸劇、消費者団体な
ど）、パネルなど５２０千円、冊子など１，１０６千円、③バス５３千
円、④謝金１５０千円

1,800                1,800            

①書籍など１，０６２千円、②展示台６２０千円、パネルなど３９３
千円、③業務委託費３７８千円

旅費、受講料

2,453                

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

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

4,857            

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

212016

事業名

都道府県名 岐阜県 市町村名 岐阜市

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

自治体コード

- 9,766            9,198                -

年度

563               国セン主催の研修参加（７回）支援

平成 22

事業経費

①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書などの整
備、②展示コーナー拡充、③バスのアナウンス

2,546            

事業の概要

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

（強化） 相談員の相談能力アップのための弁護士活用

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）
（既存）

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

相談員等の研修参加支援（１人当たり２年に１回）（既存）

（強化）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

多重債務問題について弁護士との連携

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） ①専門書などの整備、②展示コーナーの拡充、③保健所との連携強化のため、電話回線設定変更、④事務機器の充実

（既存）

（強化）

①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書などの整備、②展示コーナー拡充、③岐阜市消費生活センターの案内などを最寄のバ
ス停留所での車内アナウンスにて行う。

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

（強化）
⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業
（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

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

（強化）
①授業などで、中学校と協働し、中学生を対象とする啓発、②大型ショッピングセンターなどで市民団体などと協働し消費生活展を開催
することによる幅広い市民に対する広報、③地域の核となる賢い消費者を育成するため、見識を深める施設見学、④全国クレジット・サ
ラ金問題対策協議会の全国大会が岐阜市にて行われるため、岐阜市共催として分科会を開催

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化）

人時間／年

人

人日

追加的総費用

人

自治体参加型

参加者数

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

⑱消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）



５．消費者行政予算について

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

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,090          千円

25,241           

④その他

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

千円前年度差 -817           

うち委託等の相談員

相談員数

平成22年度末予定人

人

人

平成21年度末 相談員数

4      

処遇改善の取組

①報酬の向上

○ 相談員一人当たり2回以上国センなど主催の研修参加

平成21年度末

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末

相談員数うち定数内の相談員

うち定数外の相談員

17,334         

千円

相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

26,532           

9,198          

4      

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

18,151         

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

人4      相談員総数

千円

平成21年度の消費者行政予算



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,101            2,921                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬等 3,101            2,921                相談員報酬（1名）、賃金（2名）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 212024 平成 22大垣市 年度都道府県名 岐阜県 市町村名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１名が週１回相談対応、その他については職員が窓口対応

（強化） 相談日を相談員３名により週１回から週５回に拡大（H22年4月～）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-4               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 815             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,921          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 819             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,736            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 1,994          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,813            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      2,802          人時間／年 2,921              

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 - 人

年間研修総日数 - 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

-合計 - 2,070            2,070                

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 出前講座・消費者教育の育成 1,240            1,240                講師謝礼630千円　機材400千円　リーフレット210千円　

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費300千円

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） 消費者行政担当者研修・国センへの研修 300               300                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 消費者相談窓口専用執務室設置 530               530                   執務室設置500千円　図書購入30千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212032 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 高山市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 依頼があった町内会や長寿会への出前講座の開催、ヒットネットTVやFMラジオ、市広報紙による啓発

（強化）
消費地域啓発活動講師謝礼630千円（市民劇団と協働で「でしゃばり講座」の開催30千円×21地区）
出前講座に活用する機材400千円（プロジェクター、ポータブルスクリーン等）、啓発リーフレット210千円

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） ２０年度１名参加、２１年度は不参加

（強化） 国民生活センター研修を年５講座（延６名）受講する。300千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談室設置（①簡易間仕切り等178千円②テーブル、椅子等178千円③書棚、カタログスタンド等144千円④参考図書等30千円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-110           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 593             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,070          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）対象外経費 703             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,663            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 703               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

 

 

-合計 - 2,513 2,513

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（無資格）の報酬、122,500円×12月、社会保険料221,000円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 消費生活相談の実施 720 720 消費生活相談員への謝礼　1,200円×４時間×150日

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員（無資格）の採用 1,691 1,691

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48,380円×2人、受講料3,000円×2人

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） 国セン主催の研修参加（２回） 102 102

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

212041 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 多治見市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存） なし

（強化）
消費生活相談員（有資格者）同席の消費生活相談（毎週月・金の午後）の実施　（相談への対応や困難事案の解決等に関して直接助言をもらい、実
務能力の向上を図る）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談件数の増加に対応するため、２２年４月から毎日勤務、1日６時間勤務の相談員（無資格者）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）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 行政職員2名が国セン主催の相模原で行われる、職員講座（５/１２～１４、５/２６～２８）に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

 

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 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 1,004          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,513          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 1,004          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,517            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 1,004            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1 1470 1,691

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 - 人

年間研修総日数 - 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

 

④その他 ○ ２２年４月より消費生活専門相談員を１名配置

②研修参加支援 ○ 県主催のレベルアップ事業に参加

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

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 -      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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 関市 年度

事業名

22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 212059 平成

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活に係る相談窓口を新たに開設 1,076            1,076                

パーテーション 243,810円、パンフレットラック　87,360円、ノートパソコ
ン　249,585円、プリンター306,600円、　拡張給紙ユニット　52,500円、
両面印刷ユニット　26,250円、増設メモリー　61,740円
ICレコーダー　37,800円
書籍「消費者六法」　5,775円、書籍「現代　消費者法」3,800円

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に従事する者の研修会への参加 296               296                   

国民生活センター主催【相談員】
消費生活相談員研修　専門２日コース　  開催場所　名古屋市
日数　２日間
交通費＋日当　　　2,200円×2日+2,200円×2日=8,800円
負担金　3,000円

国民生活センター主催【市職員】
消費生活相談基礎講座    開催場所　京都府      日数　５日間
交通費＋日当＋宿泊費
（13,480円+2,400円×5日+11,900円×4泊）×2人=146,160円

消費生活相談員研修　専門２日コース      開催場所　神戸市
日数　３日
交通費＋日当＋宿泊費　　（15,900円+2,400円×2＋1,200＋11,900×
2泊）×2人=91,400円

消費生活相談員研修　専門２日コース      開催場所　名古屋市
日数　２日間
交通費＋日当　　　（2,200円×2日＋2,400円×2日）×2人=18,400円

中部経済産業局消費経済課主催
相談員等スキルアップ講座   開催場所　名古屋市
日数　3日間（偶数月に開催）
交通費＋日当
（2,200円×3日＋2,400円×3日）×2人=27,600円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

全世帯配布パンフレット　【わが家の悪質商法撃退マニュアル】
　136円×25,500世帯×1.05＝3,641,400
　シルバー人材センター配布委託費　13,500円

相談室設置用パンフレット【備えよう!消費者トラブル】
140円×1,000部×1.05=147,000円

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のため啓発を行う 3,802            3,802                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員雇用確保 688               688                   

賃　金 ： 1,160円×6H×4日×22週＝612,480円
共済費 ： 社会保険 ＝ 14,937円×5ヶ月＝74,685円
　　　　　　（1,160円×6H×16日＝111,360円　→　標 111,000
円）
雇用保険 ＝ 23年度に確定負担金を支払予定

＜参考＞
勤務時間 ＝ 9:00～16:00（12:00～13:00休憩）　1日6時間
勤務日数 ＝ 月～金のうち、週4日勤務（週24時間）
賃　　金 ＝ 時間給　1,160円
緒 手 当 ＝ 研修のための出張旅費等
休　　暇 ＝ 年次有給休暇有
社 保 等 ＝ 社会保険加入
　　　　　　雇用保険加入（事業主負担＝9.5/1000、本人負担＝
6/1000）
労　　災 ＝ 市条例で補てん

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 5,862            5,862                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談業務を行うための相談室の設置（相談スペースの設置、備品、参考図書の購入）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が行う研修会に参加して、相談業務のレベルアップを目指す

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各地の敬老会の会長に講演を実施して、被害者にならないための啓発活動を行っている

（強化） チラシを全世帯配布して啓発すると共に、相談室等にリーフレットを設置して、来庁舎に啓発活動を行う

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を雇い入れ、週4回の勤務で相談業務を行うための相談室の設置(平成２２年１１月～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

1      528                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      688                



５．消費者行政予算について

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

平成21年度の消費者行政予算 464               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 -                

うち基金（交付金相当分）対象外経費 464             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,394            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,862          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 532             千円 前年度差 68               千円

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 相談員総数

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

平成22年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成22年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末

④その他 ○ １１月より消費生活専門相談員を１名配置

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,682            3,370                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
相談員（候補生）として１名雇い入れ、専門に相談業務に
従事する。

2,250            2,241                
相談員賃金・社会保険料・労働保険料
160,000円×12月＋296,000円＋25,000円

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

既存事業。今年度は人材育成をメインとするため、平成２１年と
同程度の規模・回数を実施。

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・啓発チラシ・教材等作成 266               -

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）

国民生活センターほかが主催する研修会に参加し、相談
員として必要な知識・技術を取得する。
相談員（担当行政職員）のレベルアップを図るため、県、
国民生活センター等が主催する研修に参加する。

242               205                   

研修会交通費（旅費・高速道路利用料）および参加者負担金
（有料研修10回・無料研修40回を予定）
91,000円+74,000円＋40,000円
※担当者会等に係る費用は一般財源（37,000円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室（執務室）設置費　700,000円・図書購入　50,000円・備品購入
100,000円　　相談室設置ＰＲチラシ作製　74,000円

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口用のパーテーションや机・棚・必要図書の購入 924               924                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 212067 平成 22都道府県名 岐阜県 市町村名 中津川市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門の相談員はいない

（強化） 新規に相談員を１名雇い入れ、専門に相談業務に当たる。（毎週月～金　通年配置）　※相談員確定につき、金額を修正

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） 市民への出前講座の実施（年１０回以上）・啓発チラシの作製（随時）・教材の作製

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が主催する担当職員向け研修会に参加（年２回程度）

（強化） 県が主催する研修会の参加に加え、近隣で開催される国民生活センター等が主催する研修会に参加する。（年５０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） 未整備

（強化）
相談室を整備し、市民が気軽に相談できる環境を整備する。また、相談室設置を広く市民にアピールする。
工事請負費：700,000円（執務室パーテーション設置工事）　　備品購入費100,000円（相談用机、椅子）　　印刷製本費：74,000円（相談
室PR用両面カラーチラシ3,000枚予定）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

9                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 312             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,370          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 303             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,682            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 303               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,680          人時間／年 2,241              

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数  人

年間研修総日数  人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 平成２２年４月１日より消費生活専門相談員１名配置

②研修参加支援 ○ 研修会参加費および交通費を支援する

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 1      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 -      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）

-合計 - 3,627            3,627                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,832            2,832                
市内全戸8000部及び高齢者用3000部及び中高生向け1400部のパン
フレットの作成及び庁舎窓口配布用啓発グッズの作成
消費生活にかかる専門員を招いて講習会を開催(年4回程度）

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）

神戸市２日×１名、津市５日×１名、名古屋市２日×１名、
東京１日×１名の旅費・宿泊費・日当

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） 消費生活に係る事務職員の研修参加(2名) 118               118                   

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）

事務用机１台、イス2脚、パソコン１台、パソコンラック１、プロジェ
クター１、スクリーン１、書画カメラ１

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設置 677               677                   

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

212075 平成 22 年度都道府県名 岐阜 市町村名 美濃市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし。

（強化）
高齢者及び中高生向けパンフレット及び啓発グッズの作成
消費生活にかかる専門員を招いて講習会を開催(老人クラブ等へ年4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） 県開催の研修には事務職員が参加

（強化） 遠隔地での研修に参加できるように旅費を支援

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） 相談窓口の整備、広報誌へ窓口の開設を周知

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-194           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 3,627          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 194             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,627            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 194               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援  

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

 

 

合計 - 380 380

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル防止のため講演会等の開催、パンフ作成 380 380 講師謝金150千円、講師旅費30千円、パンフ印刷代200千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

対象経費事業名 事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岐阜県 市町村名 瑞浪市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212083 平成 22 年度

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 警察等と協力して、スーパーなどで啓発活動を行っている。広報誌やホームページで相談窓口のお知らせをしている。

（強化）
高齢者や若者を対象に年2回程度消費者被害未然防止講演会を開催する。　パンフレット（悪質商法や架空請求啓発用）を作成し、全
戸配布し、市民に消費者被害防止のための注意喚起をおこなう。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 380             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                千円

平成22年度の消費者行政予算 390               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                  千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

合　　　　　計 - 798               798                   

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）

　相談員報酬（１名分）

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 　　消費生活相談員の配置　（　１　名　） 624               624                   

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　（県内　　４回、県外　　１回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 　　行政担当職員・相談員等の研修会への参加支援 34                 34                    

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）

　関係図書の購入　100千円　　　事務経費　　40千円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 　　消費生活相談窓口の開設 140               140                   

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

212091 平成都道府県名 岐　阜　県 市町村名 羽　島　市 自治体コード

-

22 年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 無　　し

（強化） 消費生活相談員の配置に係る、１名分の報酬（4月下旬より週2回規模で窓口開設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 行政担当職員が、県主催の研修会等へ参加（自主財源）

（強化） 行政担当職員・相談員等の、国セン及び県主催の研修会等への参加支援

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）

（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） 無　　し

（強化） 相談員を１名配置し、相談窓口を通年で週２回規模で開設するため、相談業務に係る関係図書及び事務用品の購入（サイドテーブル・デスクマット等）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事　　　　業　　　　名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-1               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 243             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 798             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 244             千円

平成22年度の消費者行政予算 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）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 244               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      624             人時間／年 624                

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 　　　4月下旬より、消費生活専門相談員を１名配置

②研修参加支援 ○ 　　　県及び団体等主催の相談員等研修会への参加支援

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

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 -      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）

-合計 - 6,719            6,719                

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･費用弁償【年額1,884千円×2人(3,768)】社会保険料【年額112千
円×2人＋年額167千円(391)】

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 相談員の増員(２名） 4,159            4,159                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 教材・パンフレット等の作成・充実 1,740            1,740                
住民への啓発パンフレットの作成（14,500部）【印刷製本費
(1,740)】

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員旅費【旅費(160×2人 320）】

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） 国セン、県主催の研修参加 320               320                   

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拡充、住民への周知 500               500                   住民への周知【印刷製本費(150)】、消耗品費【350】

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

211313 平成 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 美濃加茂市 自治体コード 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口開設に伴い、相談員(２名）の増員（２２年４月１日から、毎週月～金）

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） ホームページ、広報誌、国・県からのパンフレット等を配布

（強化） 住民周知資料（既製品）の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員のレベルアップをはかるため、国セン及び県主催の研修に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） ホームページ、広報誌による住民周知

（強化） 住民周知資料（オリジナル）の作成、参考書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-30             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 178             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,719          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 208             千円

平成22年度の消費者行政予算 6,897            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 4,977          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,185            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,743          人時間／年 4,159              

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 　 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ ４月より消費生活専門相談員を２名配置

②研修参加支援 ○ 研修の参加支援

③就労環境の向上 ○ 執務室の拡充

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） （単位：千円） （単位：千円）

-合計 - 1,843            1,843                

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 消費者トラブル防止するための啓発物品の各戸配布 1,843            1,843                教材作成・購入費　1,843千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

212121 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 土岐市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 電話の受話器や玄関ドアまわりに、振り込め詐欺や訪問販売など、消費者被害に注意を促す内容の防犯シールを各戸に配布することで、消費者トラブルの防止を図る。（配布数19,500部）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

678             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,467          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,843          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 1,789          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,310            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 1,789            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 -      

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 -      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）

-合計 - 1,186            359                   

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）

週3日から4日に拡大した分の人件費

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 相談窓口開設日数を増設 955               245                   

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 悪質商法被害防止のための啓発 120               40                    講師謝金

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（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） 国、県が実施する研修に参加して相談員のレベルアップを図る 111               74                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

212130 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 各務原市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月水金の開催

（強化） 上記に加え木曜日を新たに開設。

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） 出前講座に協力してくれる講師謝礼（一人2,000円）×延べ40人分＝80,000円（悪質商法被害防止）

（強化） 出前講座の開催回数を増加するため、新たに20人分（40,000円）が必要。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 岐阜県が主催する研修、国センが主催する地方研修に参加するための旅費等を支援。

（強化） 相談員が国センの研修センター主催の研修に参加するための旅費、宿泊費、日当を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

9                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 930             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 359             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 921             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,289            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 921               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      196             人時間／年 245                

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国センの研修に参加するための費用を支援

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 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） （単位：千円） （単位：千円）

-合計 - 410               410                   

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）

人件費　1,200円×H5×4日×12カ月+1,200円×H5×12日

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 相談日の増設.勤務日数の増加.配置増員（２１年度末引続き） 360               360                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費50.000円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県及び国セン主催の研修会に参加 50                 50                    

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

212148 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 可児市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週３日の月・水・金曜日を２人の相談員で対応

（強化） 週4日の月・水・木・金曜日を3人の相談員で対応（21年度末からの引続き）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県及び国セン主催の研修会に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

123             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,178          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 410             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 1,055          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,588            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 812             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,867            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      240             人時間／年 360                

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加支援

③就労環境の向上 ○ PIO-NET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 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） （単位：千円） （単位：千円）

合計 - 240               240                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

　

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
広報等による消費者育成啓発や消費者トラブル防止のた
めの研修会・講演会の開催

100 100
講習会講師謝金　15,000*2回+10,000*2回[歳出予算科目：報償費]
啓発リ－フレット作成及び広報掲載　50,000[歳出予算科目：印刷製本費]

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

東海地区開催の研修に参加
（日当2,200*5日+宿泊費*4日+旅費）＊2人＝140,000 [歳出予算科目：旅費]

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センタ－主催の研修事業に参加 140 140

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

212156 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 山県市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 消費者トラブル防止のための研修会・講演会周知ための広報

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）  

（強化）

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

（強化） 国民生活センタ－主催の研修事業に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 240             千円

平成22年度の消費者行政予算 240               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,908          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,908            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

-      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

 

 

-合計 - 2,062 1,935

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

社会保険料２１３千円、賃金１５２０千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
消費者ダイヤル接続、相談窓口設置における相談業務
の増加におけるPIO-NET即日入力に対応するため、補
助職員を配置。

1,807 1,733

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
広報に消費者情報等を掲載し、ｲﾍﾞﾝﾄ時に啓発教育用に
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を配布し啓発に努める。

152 152
一般消費者相談者用啓発用消耗品：５３千円、成人式用ﾊﾟﾝﾌ
ﾚｯﾄ代：５３千円、チラシ用紙代：４６千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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拡充 103 50 関係資料購入：５０千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212164 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 瑞穂市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） なし

（強化）
消費者ダイヤル接続、相談窓口設置における相談業務の増加におけるPIO-NET即日入力に対応するため、補助職員１人（平日９時か
ら１６時、22年４月から）を配置する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
広報に消費者情報等を各月掲載し、ｲﾍﾞﾝﾄ時にタイムリーな情報・相談内容の多い内容等についてのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等1000部ほど、啓発チラ
シ（ポケットティッシュ）などを配布し啓発に努める。

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）

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） 相談室設置。

（強化） 相談室を新たに設置した為、さらに相談機能を充実するため相談室に関係資料等を整備する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）  

（強化）  

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

-79             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 127             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,935          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 206             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,062            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 300             千円

平成21年度の消費者行政予算 506               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1 1884 1,733

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 消費生活相談員を１名配置（４月～）

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

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 -      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）

 

 

-合計 - 235 235

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活に関する講演会を開催し、市民に対する啓発を行う。 155 155 啓発品　105,000円、講師謝金　50,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

費用弁償　80,000円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等が開催する研修へ生活安全対策監が参加するための支援。 80 80

 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）    

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

218181 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 本巣市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 消費生活に関する講演会を開催し、市民に対する啓発を行う。また同時に啓発用パンフレット(約500部)を配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 特に研修等を受講していない。

（強化） 消費生活センター等が実施する研修に相談員である生活安全対策監が参加するための支援を行う。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

25               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 235             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 2,461          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,721            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 444             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,905            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数  人

年間研修総日数  人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 平成２１年度同様研修参加に係る費用弁償を支給

③就労環境の向上 ○ 平成２１年度同様執務用パソコンの貸与

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 郡上市 自治体コード 212199 平成

対象経費

22 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

34                 34                    

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）

鉄道費10,280円*1人*1回=10,280円
日当2,200円*3回*1日=6,600円
宿泊料10,900円*１人=10,900円
使用料1,000円×3回=3,000円
研修参加負担金3,000円*1人=3,000円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
市の消費生活相談担当職員のスキルアップの為に、国民
生活センター等が開催する専門的知識取得研修への参
加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者団体に対する消費者被害防止の為の講座を開催する。
市民に対して消費者被害防止の為、チラシを配布し予防啓発を
図る。

1,536            1,536                

広報誌への啓発記事掲載　印刷製本費26,000円/1P*3回=78,000円
介護従事者等配布用手引き購入　印刷製本費200円*1,000部=200,000円
悪質商法撃退・防犯シール　消耗品費100円*2,000部=200,000円
成人式配布用物品の購入　消耗品費300円*600部=180,000円
小中学生用啓発手引き購入　印刷製本費170円*2800部=476,000円
高校生用啓発手引き購入　消耗品費150円*1,600部=240,000円
講師料　報償・旅費30,000円*2回=60,000円
公共施設用啓発用品（幟）購入　消耗品費3,400円*30本=102,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,570            1,570                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（強化） 市内各庁舎（7支所）の消費者行政担当者職員を研修に参加させ、市域全体での消費生活相談窓口の強化を図る

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 高齢者団体への悪質商法撃退シール・被害防止パンフレット配布及び一般市民への広報誌による啓発、幟等啓発物資の配布により消費者被害防止啓発活動を行う

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 1,040            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）対象経費 1,040          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 1,570            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,570          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 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 126               126                   

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 悪徳商法被害の防止を中心とした啓発事業 126               126                   チラシ作成　126

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費

212202 平成 22 年度

対象経費

都道府県名 岐阜県 市町村名 下呂市 自治体コード

事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） クーリングオフ葉書付きチラシを作成し配布

（強化） 高齢者の悪徳商法被害を防止するための啓発の強化（チラシ１２，０００部を予定）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-126           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 126             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 126             千円

平成22年度の消費者行政予算 126               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 126               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

 

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

 

-合計 - 331 331

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士をアドバイザーとした相談日窓口の開設 282 282 21,000円×月１回×12カ月＝252,000円、費用弁償30,000円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費48,480円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加を支援 49 49

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

212211 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 海津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県・国民生活センター主催の研修会に参加　(H22 消費者行政職員研修　職員講座①　担当職員１名参加)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 331             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 331               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

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士をアドバイザーとした消費生活窓口を開設　（H22.5より毎月第２火曜日開催、担当職員同席による相談窓口強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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） （単位：千円） （単位：千円）

-合計 - 166               166                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 166               166                   消費者向け啓発グッズ、啓発チラシの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

213411 平成 22 年度都道府県名 岐阜県 市町村名 養老町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため、消費者啓発活動を実施するにあたり、啓発グッズ、啓発チラシを作成（各3,000を予定）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

36               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 455             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 166             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 419             千円

平成22年度の消費者行政予算 621               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 419               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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

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 相談員総数 3      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 岐阜県 市町村名 白川町 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 215066 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の設置及び周知 50                 50                    チラシや啓発物品の作成（3300部）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発用チラシや啓発物品の作成（3300部）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用チラシや啓発物品の作成及び配布 50                 50                    

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 100               100                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 相談窓口はあるが、住民に対して周知をしていない。

（強化） ホームページや広報紙での周知の他、チラシや啓発物品を配布し、住民への周知を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 被害防止を図るため、啓発用のチラシや啓発物品の配布、ホームページや広報紙での情報提供を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

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

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

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 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             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 前年度差 -                千円

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 相談員総数 -      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

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 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

④その他

相談員数人 平成22年度末予定

-                  千円

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 52                 52                    

都道府県名 岐阜県 市町村名 東白川村 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 215074 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の開設、体制整備及び周知 32                 32                    相談窓口プラカードの作成・参考図書の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発用パンフレット（200部）の購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレットの購入 20                 20                    

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

⑱消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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 住民に対する啓発の強化（悪徳商法に関するパンフレットを購入し各自治会に回覧用として配布するとともに役場窓口にも設置）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の開設及び体制整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

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）



５．消費者行政予算について

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

5                千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 52               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 57                 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

千円平成21年度の消費者行政予算 -                  


