
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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 高知市 自治体コード 392014

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）

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、相談用電話機増設 300               300                  
執務参考資料購入費（１００千円）、多機能型電話機購入費（１０
１千円）、電話回線工事費（９９千円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 研修の開催 100               100                  講師謝金・旅費（１００千円）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援 1,728            1,728                研修旅費（１，６７３千円）、研修負担金（５５千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による相談員対象の事例研修会 240               240                  講師謝金（２４０千円）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全教室 88                88                    講師謝金・旅費（７０千円）、会場借料（１８千円）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報資料作成、出前講座用機材整備、、啓発資料整理棚 5,009            5,009                

広報誌作成費（８２７千円）、啓発資料作成・購入費（５３３千
円）、啓発用ラック購入費（２２１千円）、広報誌配布費（１，０９０
千円）、広報誌点字訳作成費（２５８千円）、啓発用プロジェク
ター等購入費（４６６千円）、啓発用パネル製作費（１７４千円）、
町内会回覧板作成費（１，４４０千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
多重債務者対象の生活再建マニュアルの作成
消費者団体とのネットワーク強化のための研修参加

300               300                  
生活再建マニュアルの作成費（200千円）、車両借上げ(98千
円)、旅費(2千円)

合計 - 7,765            7,765                -





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） 月～金曜日の平日と月一回の日曜日の相談、相談受理用として電話機を３台設置

（強化） 月～土曜日の相談、相談受理用として電話機を２台増設し、各相談員ごとに配置

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） なし

（強化） 消費生活相談員を対象とした研修を年1回開催し、相談員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員１人につき、年に１回、国民生活センターの専門講座に派遣する。

（強化）
消費生活相談員１人につき、年に１回、国民生活センターなどが主催する研修への派遣回数を年１回から３回へ拡大するとともに、新
たに相談員資格の取得のため、国民生活センターの研修に行政職員（２人）を派遣することによって、相談態勢の強化を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 執務参考資料のみで、相談に対応。

（強化） 相談窓口に弁護士を２時間/回・月に配置し、消費生活相談員の相談対応力の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示と安全教室を開催し、啓発活動を行う。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
民生委員向けの出前講座の開催と啓発資料の配布、町内会回覧板による啓発の強化を図る。二度目の自己破産申請の検討者への
啓発資料を作成する。また、いきいき高知を発行し（年2回、163,000部）、市広報誌紙への折込配布（全戸配布）により相談窓口の周
知や啓発を行う。出前講座用の機材を充実させる。啓発資料の展示用備品を整備する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 　

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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） マニュアル等の作成はなし。消費者団体とのネットワークについては連絡会開催及び県内生産者との交流研修の実施等。

（強化） 多重債務者対象の生活再建マニュアルを作成する。消費者団体との連携強化のための研修として消費者団体フォーラムに参加する。

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 20,570           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,617          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,953        千円

平成22年度の消費者行政予算 22,064           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）対象外経費 14,299        千円 前年度差 1,346          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,765          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

相談員総数 6      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

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

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 6      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

③就労環境の向上

④その他

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 ○ 研修参加のための費用の予算化



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 南国市 自治体コード 392049

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 直通電話の新設・書籍の購入 69                69                    
電話回線工事費（１４千円）、電話兼ファックス機（４０千円）、執
務参考資料購入費（１５千円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の実務的研修への参加支援 487               487                  研修旅費（４８７千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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 616               616                  
啓発用パンフレットスタンドﾞ購入費（８１千円）、啓発用リーフレッ
ト購入費（５２８千円）、ﾁﾗｼ作成費（７千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,172            1,172                -



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） 商工水産課内に消費生活センターを開設したが、専用の電話回線なし

（強化） 消費生活ｾﾝﾀｰ専用の電話回線の開設・及び執務参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 国民生活センターや県が主催する研修へ相談員等を派遣

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 量販店・公共施設等での消費者啓発チラシの配置（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ）、高齢者教室等での消費啓発チラシの配布など

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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 568               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 568             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 3,289            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）対象外経費 2,117          千円 前年度差 2,117          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,172          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

相談員総数 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

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

人

うち定数外の相談員 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

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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬の条例化（※消費生活専門相談員の資格取得による月給単価の
増額）

②研修参加支援 ○ 国民生活ｾﾝﾀｰ主催の県外（京都）への研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 土佐清水市 自治体コード 392090

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内研修の参加 32                32                    担当職員旅費日当（日帰り10回、1泊2日1回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した消費者育成と消費者被害の未然防止のために、
出前講座を実施するとともに、パンフレット等を配布する。

658               658                  出前講座講師謝金（50千円）、講師旅費（30千円）、職員旅費
（12千円）、消耗品（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等558千円）、会場借上げ料（8千

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 690               690                  -



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） 相談窓口に従事する行政職員2名の年各2回の消費者行政用務出張

（強化） 相談窓口に従事する行政職員2名の県内消費者行政関係研修会への参加費用（出張日当）

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） 年2回程度、消費者相談窓口紹介を市の広報に掲載する。

（強化） 自立した消費者育成と消費者被害の未然防止のために、出前講座を実施するとともに、パンフレット等を全戸、地区集会や研修会時に配布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 1,304            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 880             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 424             千円

平成22年度の消費者行政予算 690               千円

うち基金（交付金相当分）対象の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 -424           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 690             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 四万十市 自治体コード 392103

①消費生活センター機能強化事業（新設） 四万十市消費生活センターを開設する。 5,493            4,923                
書籍代（23千円）事務所設置費（4,100千円）、センター周知費
用（800千円）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
担当職員の（独）国民生活センター及び県主催の消費者
行政担当者等研修会への参加支援を行う。

1,300            1,300                研修旅費（1,278 円）、受講料（22千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活問題の解決及び被害防止のための市民啓発を
行う。

1,251            1,251                
リーフレット購入費（651千円）、小学生向け紙芝居作成費（600
千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 8,044            7,474                -



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） なし。

（強化） 消費者相談窓口を強化するため、消費生活相談員２名を配置し、四万十市消費生活センターを平成２２年度内に開設する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし。

（強化）
担当職員２名のレベルアップを図るため、（独）国民生活センターへの研修の参加を支援する。併せて、四万十市消費生活センターの
相談員２名の（独）国民生活センターへの研修参加及び県開催の研修の参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし。

（強化）
啓発用リーフレットの配布を年４回に拡大する。また、今まで取り組んでいなかった、小学生を対象にした啓発を紙芝居２種類作成し実
施する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 1,158            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 758             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 400             千円

平成22年度の消費者行政予算 10,616           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 3,142          千円 前年度差 2,742          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,474          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

相談員総数 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

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

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 2      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

③就労環境の向上

④その他

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 ○ （独）国民生活センターや県が主催する研修への参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 香南市 自治体コード 392111

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室へコードレス電話機を設置（１台） 80                80                    コードレス電話機（80千円）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会への参加（２回） 173               173                  旅費（173千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発冊子の全戸配布、相談窓口の広報・周知のためイベント時にうちわの配布 2,700            2,700                啓発冊子（1,680千円）封筒印刷費（120千円）郵送料（400千円）うちわ制作費（500千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,953            2,953                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談室に電話機がない。

（強化） 相談室へ持ち込めるコードレス電話機を増設する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内開催の研修に年１回参加。

（強化） 様々な相談に対応できるよう国民生活センターの研修に年２回参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 年数回、広報誌へ相談窓口の案内を掲載している。

（強化） 相談窓口の広報や周知のためイベント時に啓発用のうちわを配布。啓発資料の全戸配布。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 千円

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）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 2,953            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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,953          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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 奈半利町 自治体コード 393029

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 パンフレット等啓発資料を購入し、地域住民に配付する。 398               398                  パンフレット購入費　　（398千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 398               398                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止を図るため、啓発パンフレット等を全戸配付する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 千円

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）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 400               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                千円 前年度差 2                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 398             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 安田町 自治体コード 393045

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者被害防止の為の啓発活動（パンフレット作成等） 540               540                  啓発資材購入等消耗品費（40千円）、印刷製本費（ 500千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 540               540                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町広報誌等への啓発、相談案内等の記事の掲載

（強化） 広報誌へのパンフレットの折り込み及び高齢者を中心に民生委員らと世帯やリフレッシュ広場などを訪問し啓発を行う

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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 27                千円

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）対象外経費 27              千円

平成22年度の消費者行政予算 550               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 10              千円 前年度差 -17             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 540             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 芸西村 自治体コード 393070

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
行政職員向け多重債務研修を実施し、職員のレベルアッ
プを図る。

20                20                    研修講師料（20千円）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 専門的知識習得のため研修へ参加 4                  4                      旅費（4千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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地域リーダー等への
専門基礎研修の開催

256               255                  
地域リーダー等研修講師料（20千円）,啓発パンフレット購入費
等（235千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務に関する無料法律相談を開催 40                40                    法律専門家謝金（40千円）

合計 - 320               319                  -



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） なし。

（強化） 先進地事例や専門的な法令を学ぶために、研修への参加を支援。

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） なし。

（強化） 多重債務に関する知識を身に付け、周辺市町村職員と情報交換することでレベルアップを図る。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（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） 地域リーダーへの専門基礎研修を行う。消費者被害防止のための啓発及び研修会を開催。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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） なし

（強化） 弁護士による無料法律相談（多重債務相談）を実施し、多重債務者に対する支援を強化する。

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 173               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 165             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8                千円

平成22年度の消費者行政予算 350               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 31              千円 前年度差 23              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 319             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 本山町 自治体コード 393410

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 職員の実務的研修への参加（1名） 90                90                    研修参加旅費（90千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育・啓発 520               520                  チラシ（全戸4回）（500千円）、啓発用ＤＶＤ（20千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 610               610                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 個別の相談にも対応できるよう、事例研修等への参加を支援し担当職員のレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 家庭における消費者トラブルを防止するため、チラシを年4回配布。様々な会合での教育啓発活動を行う。

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 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 1,223            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,223          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 610               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

うち基金（交付金相当分）対象経費 610             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 大豊町 自治体コード 39344

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 県外の実務的研修への参加を支援する 57                 57                    旅費（５７,０００円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 若年向けパンフレットを購入し消費者行政の周知・啓発を図る 58                 58                    パンフレット購入費（５８,０００円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 115               115                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県外の実務的研修への参加を支援する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 若年（中・高校生）向け消費者教育・啓発パンフレットを購入し、中・高校生への周知・啓発を図る

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

平成21年度の消費者行政予算 567               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 567             千円

平成22年度の消費者行政予算 115               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 567             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 115             千円 前年度差 -452           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 115             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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員総数 -      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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 土佐町 自治体コード 393631

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者被害防止のための啓発活動 643               643                  啓発パンフレット作成印刷(319千円)、啓発看板改修費(324千円)

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 643               643                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費者被害未然防止のため、パンフレットを作成し町内全戸配布（年間３回配布予定）するとともに、高齢者や地域住民の集まりの際
に啓発活動を行うことにより、啓発の強化を図る。また、啓発用看板の改修を行う。

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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 594               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 528             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 66              千円

平成22年度の消費者行政予算 713               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 70              千円 前年度差 4                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 643             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

相談員総数 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

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

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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

③就労環境の向上

④その他

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 ○ 県内研修への参加



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 いの町 自治体コード 393860

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者被害未然防止のための教育、啓発活動 291               291                  
啓発用機材購入（187千円）,啓発チラシ・冊子の作成、購入費
（104千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 291               291                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 相談があった時のみ対応。町内で具体的な相談事例があった場合、町内に防災行政無線等にて注意喚起を促している。

（強化）
町内各地域で活動する団体に対してＤＶＤや資料等を使用して、消費者行政や被害への対応など教育、啓発を図る。また、町民の意
識を高めて消費者被害を未然に防ぐため啓発チラシを作成し、行政窓口や地域の団体等に配布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 20                千円

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）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 296               千円

うち基金（交付金相当分）対象の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 5                千円 前年度差 -15             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 291             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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 中土佐町 自治体コード 394017

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者行政及び多重債務についての広報・周知の強化に関する事業 100               100                  
チラシ等印刷用紙（33千円）・啓発用懸垂幕（60千円）・チラシ等
郵送切手代（7千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 100               100                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者被害防止の広報掲載　１回/年　・　防災無線による被害防止　

（強化）
啓発活動の強化（懸垂幕作成及び掲示・チラシ配布　５回/年）を行い、消費者へ情報を提供することで、消費者行政への理解及び未
然に被害を防ぐ。

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）

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 千円

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

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

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

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

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

③就労環境の向上

④その他

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



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）

平成 22 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 高知県 市町村名 黒潮町 自治体コード 394289

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 高知市開催の研修会及び県外での研修参加支援（４名） 200               200                  旅費（198千円）、参加費（2千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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 1,262            1,262                
印刷製本費（1,225千円）、啓発冊子送料（21千円）、啓発ビデ
オ（16千円）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談窓口の開設（計４回） 69                69                    報償費（64千円）、旅費（5千円）

合計 - 1,531            1,531                -



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） 県開催の研修への参加なし。担当職員も経費の節減のため交代で参加

（強化） 消費者行担当者のレベルアップのために、県主催の研修や担当者会（4名2回）、国民生活センター主催の研修会（1名1回）に参加する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 広報等で、被害が出るごとに啓発の記事を掲載。啓発資料の定期的な配布および学習会等はない

（強化）
相談があがりにくい「多重債務」を主にチラシ・冊子の全戸配布を行うとともに、啓発ビデオを使用した教育・啓発活動を行い、消費者
被害の未然防止を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 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） なし

（強化） 庁舎内の各機関と連携し、あがりにくい相談を拾い上げ相談日に専門家と引き合わせていく

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）



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 955               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 955             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 3,723            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 2,192          千円 前年度差 2,192          千円

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

相談員総数 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

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

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 1      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

③就労環境の向上

④その他

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 ○ 県開催の研修参加への支援、国民生活センターの研修参加への支援


