
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）

2,519             

啓発機材購入費、啓発物品作成費用

-2,519                

324               324                   

399                   相談員の研修参加旅費・受講料相談員の研修参加支援

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）

津市

消費生活相談機能の充実

事業の概要

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

合計

都道府県名 三重県 市町村名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

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）

事業経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

消費者啓発事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

自治体コード

⑫食品表示・安全機能強化事業

事務室改修費、事務用機器の設置費、参考図書の購入1,796             1,796                

242012

対象経費

平成

基金（交付金相当
分）対象経費

22 年度

399               

○セルの挿入・削除は行わないでください。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

平成２１年度に事務室の一部改修（相談ブースの増設）、事務機器の整備（テーブル・椅子・書庫・複合プリンター等）、参考資料の購入
等行ったが、センターの機能強化のためにはさらなる事務室改修、事務用機器の整備、参考資料の充実が必要

（既存）

（強化） 年３回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

（既存）

（既存）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（強化）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

啓発物品の購入、啓発チラシの作成

出前講座、広報誌による啓発

事務用機器の設置（ノートパソコン・ＤＶＤプレイヤー・チラシ作製ソフト等）、事務室の改修（光回線への改修）、参考図書の購入

（強化）

（既存）

年１回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

（強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

（強化）

人日

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

人日15    

3      人

法人募集型

（強化）

実施形態

2,374          

千円

千円 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

（既存）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

6,486             

追加的総費用

人時間／年

千円

2,519          

9,992             千円

-                  

千円

（既存）

平成22年度の消費者行政予算

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

千円

5,099          

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,387          千円

千円平成21年度の消費者行政予算

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-                  

前年度差7,473          



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

①報酬の向上

年２回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

参考図書の購入、事務用機器の整備

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

相談員数

相談員総数

平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末

6      平成22年度末予定

相談員数 人

処遇改善の取組

平成21年度末

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

相談員総数

6      

平成21年度末

平成22年度末予定人

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員

平成22年度末予定

平成21年度末

○

○

具体的内容

人6      

人

人

人

人

相談員数

6      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

消費生活弁護士相談（相談員同席）の実施 720 720

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

弁護士相談報償費

合計 - 5,322             

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

賃金、社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

4,738                -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員（臨時職員）１名増員 2,171             2,171                

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費生活出前講座実施費用（講師料）※拡大分
啓発用資料（広報、パンフレットなど）の購入または作成、啓発
機器（携帯プロジェクター等）の購入

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

2,215 1,739

⑫食品表示・安全機能強化事業

旅費・負担金（受講料）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外等での研修への参加支援（２名） 216 108

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

年度242021 平成 22

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

事業経費

都道府県名 三重県 市町村名 四日市市

事業名 事業の概要

自治体コード

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門相談員２人

（強化） 専門相談員３人（平成２２年４月から有資格者の臨時職員１人を増員する。）

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） 消費生活出前講座実施（条例制定時　年２５回分予算措置）

（強化）
消費生活出前講座実施の拡大（10回分）
広報や特商法改正を踏まえたパンフレット等の購入または作成
講座やイベント時に使用する啓発機器（プロジェクター等）の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国セン等の県外等研修参加について、各相談員年１回の参加支援（旅費・負担金）

（強化） 国セン等の県外等研修参加について、各相談員年２回の参加できるように支援（旅費・負担金）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -3,800         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 24,824         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,699          千円

平成22年度の消費者行政予算 29,523           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 28,624         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 958             千円

平成21年度の消費者行政予算 29,582           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,860          人時間／年 2,171              

法人募集型

実地研修受入人数 6      人

年間実地研修受入総日数 29    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） 条例制定時なし

（強化） 新たに、高度な専門相談への対応強化を目指し、消費生活弁護士相談（相談員同席）を実施



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

④その他 ○ 消費生活弁護士相談の中で弁護士による法的助言を受け、相談能力の向上を図る。

②研修参加支援 ○
県外等研修参加について、相談員２人年１回のところ、２回参加できるように支援する。
   （旅費・負担金）

③就労環境の向上 ○ 相談員２人体制から臨時職員１人増の３人体制により就労環境の改善を目指す。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数

人

相談員数 3      人

人

人 平成22年度末予定

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

平成22年度末予定

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 三重県 市町村名 伊勢市

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 242039 平成 22 年度

相談室改修経費、事務用機器購入経費、執務参考図書購入経
費、リーフレット（センター周知）作成経費等

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） 消費生活センター設置等 2,683             2,635                

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 養成講座参加支援 429               429                   
相談員養成講座（県主催）参加（９月～11月中旬報酬、社会保
険料）

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） 研修参加支援（行政職員、相談員） 438               438                   旅費、負担金等

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）

出前講座の開催に必要となる機材等の購入経費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発事業（出前講座の開催等） 513               513                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者庁創設に伴い増大する苦情相談への人的体制の
整備

1,070             1,007                相談員の人件費（11月中旬～３月報酬、社会保険料等）

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 - 5,133             5,022                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○セルの挿入・削除は行わないでください。○



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）
行政職員（兼務）による消費生活相談を実施しているが、行政職員では知識を習得した頃に異動となり、相談者に安定したアドバイスができない。ま
た、行政職員は兼務であるため、レベルアップを図るのが難しく、高度な相談を受けた場合、相談者への回答に苦慮している。

（強化）
相談窓口から消費生活センターと称して、相談員による相談業務を行い、センターとしての機能を充実させる。(平成22年度10月予定）そのために必要なセンター専用相
談室の改修（現在は、他部署の相談室を借りている状況である。）、相談専用電話、FAXなどの事務用機器・執務参考図書の購入、リーフレット（センター周知）作成等を
行う。

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） 職員が研修を受けて、相談対応している。

（強化） 相談員（１名）を配置し、県が実施する研修に参加

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）

⑧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） 県が実施する研修等に参加

（強化） 県が実施する研修に加えて、国民生活センターが実施する研修(２名×19日間）に参加し、レベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市の広報、ＨＰで啓発を行なっている。

（強化）
市の広報、ＨＰでの啓発に加えて、出前講座の開催、各地域の巡回などにより、新鮮な情報を伝え啓発していく。デジカメ、ＩＣレコーダー、啓発物品等
を購入し、被害を未然に防ぐよう啓発に力を入れたい。

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） 行政職員（兼務）による消費生活相談を実施している。

（強化） 平成２２年９月から相談員（１名）を配置し、相談機能を強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 5      人日

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

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      

1      1,007              

852

対象人員数
（報酬引上げ）

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 5,133             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,022          

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

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

千円

千円 前年度差 111             うち基金（交付金相当分）対象外経費 111             



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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

平成21年度末 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

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

1      人相談員数平成22年度末予定人

人

人

相談員総数 1      

相談員数

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

②研修参加支援 ○ 研修参加支援の強化（年５回程度）

③就労環境の向上 ○ 事務用機器の設置、執務参考図書の購入による就労環境の整備

④その他 ○ 消費生活相談員　新規１名配置（平成２２年４月以降予定）



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）

松阪市都道府県名 三重県 市町村名 22 年度平成242047自治体コード

事業の概要 対象経費

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

執務参考図書・パソコン等の購入経費

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

186               186                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

289               289                   

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） 相談窓口用執務参考図書、機材の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、受講料等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座用の教材・パンフレット、機器機材を活用し、消
費者教育啓発を充実していく。

925               925                   
啓発用教材（パンフレット）、持ち運びスクリーン等講座用機材
の購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,400             1,400                

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） プライバシー保護に視点を置いた相談窓口ブースの設置（１箇所）、電話回線の導入（１本）などを通じ、相談業務を実施している。

（強化） 執務用参考図書の増備やパソコン（１台）の配備により、消費者相談専用の事務を円滑に進めていく基盤をつくる。

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） 県や国民生活センター等が主催する研修会へ積極的に参加（２人×３回）している。

（強化） 引き続き、県や国民生活センター等が主催する消費者問題に関わる研修会へ参加（２人×５回）していく。

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） パワーポイント資料や啓発冊子類を使用して出前講座を開催。また市広報による記事掲載など。

（強化）
さらなる教育・啓発活動の充実をめざし、出前講座を開催していく。特にＡＶ設備のない集会所での効果的な実施に努めていく。（パンフ
レット等4000冊、パソコン・スクリーン各１台等購入）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 5      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 787               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 535             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 252             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,520             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,400          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 120             千円 前年度差 -132           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 桑名市 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

242055自治体コード

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）

事務所の改修、機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

3,300             3,300                

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

40                 40                     

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） 単独の相談窓口確保に伴う事務所機材の設置、工事費等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加に要する交通費、及び受講料を支給

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実施の研修参加に係る支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,340             3,340                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
相談窓口のスペースが狭く、複数名でお越しになる相談者の対応に支障をきたしていると同時に、相談カードの保管場所等が確保でき
ず、個人情報の保護の観点でも欠陥が見られる。

（強化） パーテーション・ドア設置工事、エアコン設置工事にて新たな場所に相談室2部屋つくる。テーブル椅子等備品購入。消費者六法等書籍購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 研修参加に必要な交通費・受講費は、参加者自身で賄っていたこともあり、複数の研修に対して参加を積極的に促すことが困難であった。

（強化）
国民生活センター等実施の研修参加に係る支援(交通費・受講料）を行うことで、消費生活専門相談員の知識の向上と対応力強化が図
れ、相談者に対する解決に向けたより良いアドバイスの提供に繋がる。（研修参加：1名あたり年4回、桑名～名古屋間の交通費を想定）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 5      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 1,696             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,696          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,116             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,340          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 1,776          千円 前年度差 80               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

相談員総数 4      4      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等実施の研修派遣支援

③就労環境の向上 ○ 単独の消費生活窓口の開設に伴い、事務用機器の充実を図る。

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 三重県 市町村名 鈴鹿市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 242071 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）

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）

消費者向け啓発冊子の作成費，消費者行政周知用物品の作
成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者啓発用パンフレットの作成，消費者行政周知用物
品の作成

360               360                   

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 - 360               360                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（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）

市広報およびＨＰへの掲載などで啓発活動を行っている。

（強化）
近年増加傾向にある高齢者の消費者トラブルを未然に防止するため啓発資料（パンフレット）を作成・配布する。また，消費者行政に関
する情報周知を実施するため，庁舎壁面に掲出するための懸垂幕を作成する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

（強化）

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）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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

千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算 1,351             

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 1,351          

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

1,333          千円 前年度差

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,693             千円

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 360             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -18             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

人

平成22年度末予定 相談員数

平成22年度末予定

人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成21年度末

処遇改善の取組 具体的内容

人

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

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 人

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 名張市 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

242080自治体コード

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）

相談室脱臭機設置、通話録音機設置

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

322               322                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

162               162                   

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） 相談室の改善

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談窓口従事者研修参加支援（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,516             2,516                
啓発用展示パネル、啓発用機材、啓発用幕、啓発用ポケット
ティッシュ、講演会開催（報償費（旅費等含む）200千円、消耗品
費20千円）、出前講座の開催（0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

3,000             3,000                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談窓口の改善に伴う備品（パネル）の設置をした。

（強化）
四方密封された相談室（3室）に脱臭機を設置する。
電話での業者へのあっせん等により、通話記録を作成するため通話録音機を設置する。

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）

県が主催する研修（三重県消費者トラブル啓発活動地域リーダー養成講座及びフォローアップ研修、多重債務者相談担当職員研修
会、消費者行政新任担当者研修会など）に参加している。

（強化） 引き続き、県が主催する研修に参加する。国民生活センターが主催する研修（相談担当職員2人×2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） 市広報紙へ啓発文を掲載している。市内消費者団体と連携し出前講座を開催している。

（強化）
悪質商法などの消費者被害防止に向けて引き続き既存事業を実施する。啓発用展示パネル、啓発用機材の購入。啓発用幕の作成。
啓発用ポケットティッシュの配布。啓発用ステッカーを作成し配布する。市民を対象に講演会（1回）を開催する。

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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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 3,600             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,100             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

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

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 尾鷲市 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

242098自治体コード

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）

会議、講習等に使用するプリンター、プロジェクターの購入、相談受付
用のパーテーション購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

616               616                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

90 90

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） 事務機器の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 696 696 啓発用パンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,402             1,402                

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 -

○○セルの挿入・削除は行わないでください。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

昨年度事業において、事務機器（パソコン、書類棚、事務机など）を購入したが、講習用印刷物印刷、会議用にプリンター等が必要である。
また、相談受付窓口において、相談者のプライバシーを守るためのパーテーションが必要である。

（強化）
会議、講習等で使用するプロジェクター及び資料印刷用のプリンターを購入する。相談受付窓口における相談者のプライバシーを守るためのパー
テーションを購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） 県が実施する研修等に参加。国民生活センターが実施する研修に参加（相談担当職員２名×１回）

（強化） 引き続き県が実施する研修等に参加。国民生活センターが実施する研修に参加（相談担当職員２名×１回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

市広報誌への啓発内容の掲載、地域リーダーによる講習等。

（強化） 住民向けに悪質商法等の被害防止を図るためのリーフレットを購入し、市内全戸配布する。また、より詳細なパンフレットも購入し、地域リーダーの講習会等でフォローアップとして配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

（強化）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

実地研修受入人数

追加的総業務量（総時間）

人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算 1,343             

対象人員数計

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,243          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 100             

平成22年度の消費者行政予算 1,502             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,402          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 100             千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

具体的内容

-      

人

人

人 平成22年度末予定 相談員数

平成22年度末予定

人

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

平成21年度末 相談員総数 -      消費生活相談員の配置

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数

②研修参加支援

平成21年度末 相談員数うち委託等の相談員

④その他

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 331               248                   -

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口機能強化等 331               248                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事務用機器(机、椅子、書庫等）購入
相談窓口周知備品（案内板、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ）購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

自治体コード 24210 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 三重県 市町村名 亀山市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

⑱消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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 市民対話室(消費生活相談室）に応接セットはある。時計、書庫、案内板、パンフレットスタンドなし。

（強化）
現在の応接セットでは、聴き取りをして書類を作成するには高さも低く利便性に欠ける。
時間を明示するとともに、相談時に迅速な対応が出来るよう書庫を設置し、消費者トラブルの未然防止のためパンフレットスタンドを設置するとともに案内板を設置し消費
者相談を周知したい。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 83               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 83               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）対象経費 248             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 -                千円

千円

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

対象人員数計 追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算 -                  

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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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

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 相談員総数



市町村事業計画様式【変更後】

０．基本データ

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

事業の概要

500               

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

395               

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 三重県 市町村名 鳥羽市 22 年度平成242110自治体コード

対象経費

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

消費者行政に係る冊子の購入費及び消費生活相談室周知用チラシまたはリーフレット(全戸配布）購入費

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

窓口機能強化の住民への周知

395                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

500                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費（業務として研修に参加)

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援経費（相談員の資格取得)

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 広報・周知の強化に関する事業と消費者教育・啓発の強化事業の推進 500               500                   研修実施の際使用するチラシ・リーフレット等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,194             373                   

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

消費生活相談員の勤務日数増加に伴う人件費等

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 消費生活相談室の開設日増加及びそれに伴う消費生活相談員の勤務日数増加。

2,589             1,768                

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

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

消費生活相談室の機能強化を図るため、事務機材（FAX、プリンター等）、事務用品等を整備した。

（強化） 消費生活相談室の周知及び消費者問題への啓発を目的として、チラシまたはリーフレットを購入し、全戸配布する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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、市開催の研修等に相談員も参加している。

（強化） 消費者行政に関する知識の向上やレベルアップを図るため、職員1名及び消費生活相談員２名に対し、研修を受講させるための旅費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

行政テレビ放送や広報等で周知している。

（強化） 悪徳商法に関する市民啓発の実施及び消費者教育の一環として中学校での講演会等を実施する。（チラシ・リーフレット等の購入）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 現在、消費生活相談室を週2回開設。消費生活相談員2名を配置している(週1日、月4日）。

（強化） 消費生活相談室の開設日を平成２２年度から週3回にし、それに伴い消費生活相談員の勤務日数を増加する（隔週2回、月6日)。それにより、消費生活相談をはじめとした消費者行政の強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

年間研修総日数 人日

2      343                

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

実地研修受入人数

追加的総業務量（総時間）

3      人

年間実地研修受入総日数 18    人日

追加的総費用

2      373                

平成21年度の消費者行政予算 2,916             

対象人員数計

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 1,897          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,019          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 905             

平成22年度の消費者行政予算 2,673             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,768          千円

千円

千円 前年度差 -114           



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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 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 2      

人 平成22年度末予定

2      人相談員数平成22年度末予定人

人

人

相談員総数 2      

相談員数

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員資格の教育研修に参加させるための旅費を支援。

③就労環境の向上 ○
消費生活相談室開設日を週2回から3回へ増加。それに伴い、消費生活相談員の
勤務日数も月4回から6回へ増加。

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）

熊野市都道府県名 三重県 市町村名 22 年度平成242128自治体コード

事業の概要 対象経費

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）

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

リーフレット作成（消費生活トラブル説明会案内用）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

165               165                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

103               103                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口等の周知

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の強化 1,255             1,255                
講座や説明会の開催（ＤＶＤ、くらしの豆知識による周知）（ＤＶＤ購入
費、くらしの豆知識購入費、地域リーダー旅費、案内通知等役務費、会
場借上げ料）、着ぐるみによるキャンペーン（毎月）（着ぐるみ作製費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,523             1,523                

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 -

○セルの挿入・削除は行わないでください。



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） 市民相談窓口において消費者相談も受けている。広報誌へ窓口案内リーフレット折込市内全戸に配布

（強化） PC及びソフトにて、市独自の相談窓口周知やキャンペーン用のリーフレット等を作成

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） 県主催の研修に参加している。

（強化） 引き続き県主催の研修に参加するとともに、国民生活センターが開催する消費者行政職員研修（10月21日～23日）へ職員1名が参加予定。

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） 国・県からのパンフレット等を市民ホールに設置

（強化） 啓発リーダーを育成し消費者行政担当職員とともに、地域や学校など各種団体に対して、説明会や講座等を開催する。また、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ時は着ぐるみによる市民への周知を行う。

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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 1,464             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 1,464          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 1,523             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,523          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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 いなべ市 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

242144自治体コード

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）

参考図書の購入

研修に参加するための人件費（報酬・社会保険料）、旅費。（９
月～１１月中旬）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

100               100                   

559               559                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口担当職員のスキルアップのための図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員を養成するための研修に参加する

研修に参加するための旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の基礎的・実務的知識習得のため、研修に参加する

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 高齢者を対象とした悪徳商法の被害防止のための研修会に必要な機材の購入 350               350                   研修会で使用するＤＶＤプレーヤー、音響機材、スクリーンの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,839             1,839                

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

相談員の人件費（報酬・費用弁償・社会保険料）（４月～８月、１
１月中旬～３月）

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 消費者庁創設に伴い、増大する苦情相談への人的体制の整備

2,898             2,898                

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 -

○○セルの挿入・削除は行わないでください。



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） 平成２２年４月に新たに相談員を配置するため、更なる執務参考資料の充実を図る必要がある。

（強化） 執務参考資料を購入し、更なる相談対応力の強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） ４月から追加で相談員を配置したが、実務向上を図る必要がある。

（強化） 消費生活相談員養成研修に参加させ、相談員として必要な知識を習得するとともに、実務能力の向上を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧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） 県が実施する研修会に参加している。

（強化） 相談員、担当職員の基礎的知識及び実務的知識習得のため、引き続き県が実施する研修に参加するとともに、国民生活センター等が実施する県外での研修（6人×10日）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） 研修会で使用する機材を、社会福祉協議会から借用している。

（強化） 高齢者を対象とした、消費者教育・啓発に必要な機材（ＤＶＤプレーヤー、音響機材、スクリーン）を購入する。

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） 担当職員が他の業務と兼務で相談者の対応を行っている。

（強化） 増大する苦情相談の対応をするため、平成２１年１０月に相談員を１名配置したが、平成２２年度においても相談員を新たに１名配置（４月から）する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

3,010             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

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

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 64               千円

千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

追加的総業務量（総時間）

1      

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,872          千円

138               千円

平成21年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 138             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,962             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,898          

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      1,839              

1,425              

前年度差 -74             



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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

平成21年度末 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 1      

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

人 平成22年度末予定

1      人相談員数平成22年度末予定

人

人

相談員総数 2      

相談員数

人

1      

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

④その他 ○ Ｈ21.10.1から相談員を配置した（Ｈ22.3.31まで基金対象）。なお、Ｈ22.4.1から更に1名相談員（基金対象）を配置した。

②研修参加支援 ○ 研修会を受講させ、相談員のスキルアップを図る。

③就労環境の向上 ○ 執務参考資料を充実し、相談対応力の強化を図る。



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）

志摩市都道府県名 三重県 市町村名 22 年度平成242152自治体コード

事業の概要 対象経費

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）

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

１．参考図書購入費（100千円）
２．案内板購入費（156千円）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

256 256

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

122               122                   

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）
１．消費生活相談強化にかかる資料収集
２．相談窓口周知にかかる案内板設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加支援経費（122千円）

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）
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が、県外で
開催される研修会等に参加するための支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発強化にかかるパンフレットスタンドの購入 87 87 パンフレットスタンド購入費（87千円）

⑫食品表示・安全機能強化事業

634               634                   

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

相談員（週一回勤務）の報償及び費用弁償（通勤手当相当分）

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 消費生活相談員配置による相談窓口の設置

1,099             1,099                

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 -

○セルの挿入・削除は行わないでください。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
消費生活相談を行っていくにあたり、平成２１年度において問題解決のための参考図書資料の購入を行ったが、まだ十分な冊数や
内容等が整っていない。また、県・市等の相談窓口の周知が必要であるが、現時点においては十分な体制が整っていない。

（強化）
参考図書類の購入・活用による相談業務対応強化、消費生活相談窓口周知にかかる案内板を設置することによる相談窓口周知
など、これらを通じて消費生活相談にかかる総合的な強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県外（国民生活センター等）で開催される研修会等に対し、これまで参加できる機会が持てなかった。

（強化）
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が県外で開催される研修会へ参加することを支援することにより、相談業務にかかる
レベルアップを図る。（相模原市へ職員・相談員各１名が２泊３日を各１回、名古屋へ相談員１名が５日間往復を予定）

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） 消費者教育・啓発強化にかかる体制の整備が必要であるが、現時点においては十分な体制が整っていない。

（強化）
消費者教育・啓発強化にかかる資料等を入れるためのパンフレットスタンドを購入し、相談窓口周知にかかる案内板と同時設置する
ことによって消費生活相談・啓発にかかるワンストップコーナーを設け、消費者教育・啓発にかかる強化を図る。

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） これまで消費生活相談員を設置しておらず、相談が寄せられた時には担当職員若しくは他の職員が対応していた。

（強化）
平成２２年２月より配置した消費生活相談員１名を平成22年度も引き続き週一回配置することにより、消費生活相談窓口の設置と相談業務の強化を図
る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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

1      380             人時間／年 634                

平成21年度の消費者行政予算 276               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 137             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 139             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,294             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,099          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 195             千円 前年度差 56               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 1      1      

人

人

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      

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

②研修参加支援 ○
県外で開催される研修会への参加支援
（相模原市へ職員・相談員各１名が２泊３日を各１回、名古屋へ相談員１名が
　５日間往復を予定）

③就労環境の向上 ○ 執務参考資料（図書）の充実

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 伊賀市 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

242161自治体コード

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）

執務参考図書（資料）の購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

10                 10                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

340               340                   

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） 相談窓口の機能強化を図る

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修参加費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の強化に係る事業 1,783             1,710                
出前講座授業使用機器（ワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイク）、
啓発パンフレットの購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

2,133             2,060                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談スペースの新設（パーテーション・机・いす）、執務用参考図書の購入

（強化） 専用図書・専門誌の購入により、幅広い相談内容に対応する。

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） 県開催研修会への相談窓口担当行政職員の参加。

（強化） 国民生活センターが主催する県外研修会への行政職員の参加（２名年３回）

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） 悪徳商法等啓発チラシの全戸回覧、市広報紙への啓発記事掲載。

（強化）
消費者トラブル対策出前講座を実施するためのワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイク等を購入。
日常的に悪徳商法等への警戒心を持ってもらうため、啓発パンフレットを購入し全戸配付する。

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）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 152             千円 前年度差 -13             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,212          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成21年度の消費者行政予算 1,119          千円

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
（勤務時間、日数等の拡

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

954             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

対象人員数計 追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,060          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 165             千円

うち基金（交付金相当分）対象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

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

平成21年度末 相談員数 人

平成21年度末 相談員数

相談員総数

平成22年度末予定 相談員数 人

相談員数 人平成22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22年度末予定

人

④その他

-      

うち定数外の相談員

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

具体的内容



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業の概要

22都道府県名 三重県 市町村名 菰野町 平成243418自治体コード

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための広報・啓発 1,250             1,250                
パンフレットの作成および町内世帯への配布
講座に必要な機材の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,250             1,250                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 町内広報誌による消費者被害防止のための啓発

（強化）
消費者被害防止のためのパンフレットを作成し、町内世帯へ配布する
町民を対象にした講座等に必要な機材（プロジェクター、スクリーン等）の購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 123               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 123             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,403             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,250          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 153             千円 前年度差 30               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 朝日町 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

243434自治体コード

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）

執務参考図書、事務用品等の購入：20,000円

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20 20

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費者相談窓口強化の為担当課内職員全員に参考図書の配
布
消費者生活相談窓口の機能強化（事務用品購入等）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の広報啓発 314 314
パンフレットの作成及び配布：227,000円
ティッシュ等啓発物品の作成：87,000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

334               334                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活相談を実施しているが、事務用品が不足している。また執務参考図書も不足しており、対応に困ることがある。

（強化） 消費者相談窓口の強化の為、引き続き執務参考図書を購入し担当課内職員全員に冊子を配布。事務用品等を購入する。

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）

（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） 不定期に町の広報誌へ掲載、県配布のパンフレットを窓口にて配布。

（強化） 既存事業を引き続き実施するとともに、パンフレット、ティッシュ等を作成し、全戸配布および敬老会、成人式で配布する。

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）

⑱消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）



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

５．消費者行政予算について

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

849             千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

対象人員数計 追加的総費用

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）対象外経費 1                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 334             千円

千円前年度差

平成21年度の消費者行政予算 849               千円

平成22年度の消費者行政予算 335               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

1                

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



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

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

平成22年度末予定

人

人

人相談員数

相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

平成21年度末 相談員数 人

処遇改善の取組

①報酬の向上

人 平成22年度末予定

人

④その他

うち委託等の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

具体的内容

相談員数平成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 三重県 市町村名 明和町 22 年度平成244422自治体コード

事業の概要 対象経費

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）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

・参考図書の購入
・消費生活相談窓口周知リーフレット印刷代

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

265               265                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

39                 39                     

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）
・担当職員の資質向上による相談窓口の機能強化
・消費生活相談窓口の周知リーフレットの作成

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 行政職員及び消費生活相談員の国民生活センター主催の研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

48                 48                     

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

消費生活相談員（１名）に支払う報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設（相談員１名、月１回、１日４時間）

352               352                   

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）
・県発行の『消費者生活相談ハンドブック』を参考にした相談窓口対応
・これまで消費生活相談員による消費生活相談を実施していないため、窓口周知に伴うリーフレットは作成していない。

（強化）
・相談業務担当職員の資質向上のための参考図書の購入による相談窓口の強化
・消費生活相談窓口の周知を行う（リーフレットの作成、配布）

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） 県主催の消費者行政担当初任者研修のみ（毎年参加はしていない）

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加するための旅費等を負担

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 行政職員による窓口での対応（相談員を配置していなかった）

（強化） １０月から消費生活相談窓口に相談員を配置する。（相談員１名、月１回、１日４時間）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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

５．消費者行政予算について

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

48                  

千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

追加的総業務量（総時間）

1      

対象人員数
（報酬引上げ）

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

対象人員数計 追加的総費用

1      

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 352             千円

千円前年度差

24                  

平成21年度の消費者行政予算 100               千円

平成22年度の消費者行政予算 452               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）対象の定数内職員の時間外勤務手当



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 1      

人

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

平成22年度末予定

人

人

人相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数 1      

④その他 ○ １０月から消費生活相談窓口に相談員を配置。（相談員１名、月１回、１日４時間）

うち委託等の相談員

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修等に伴う旅費の実費負担

平成21年度末 相談員数

③就労環境の向上

具体的内容

相談員数平成22年度末予定人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 三重県 市町村名 大台町 22 年度平成244431自治体コード

事業の概要 対象経費

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）

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

参考図書等の購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

50                 50                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能の強化

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

国民生活センターが主催する研修会に参加。（１名×２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） 消費者行政に係る研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 760               760                   各戸配布用パンフレットの作成、消費者啓発コーナー用ラック（啓発チラシの設置）の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

860               860                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口を設置しているが、参考図書等が不足している。

（強化） 参考図書等の購入による相談窓口機能の強化。

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） 県が主催している研修に参加。

（強化） 引き続き県が主催する研修に参加するとともに国民生活センターが主催する研修会に参加。（１名×２回）

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、ポスターなどによる啓発

（強化） 啓発コーナーの設置（ラック等の購入）、啓発物品（パンフレット等）の作成・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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 -                  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

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 860               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 860             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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 玉城町 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

244619自治体コード

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）

消費者六法、消費者トラブル相談ハンドブック

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

10                 10                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

35                 35                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口強化にかかる執務参考資料の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費27,240円　宿泊費3,500×2日＝7,000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） 消費者行政担当職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発のためのリーフレット及びグッズの購入 1,249             1,249                パンフレット823,000円　グｯズ426,000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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,294             1,294                

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 -

○セルの挿入・削除は行わないでください。



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） 執務参考図書が不足している。

（強化） 消費生活に係る相談窓口の対応力を強化するため、消費者問題を扱った書籍を購入し、担当職員の資質向上を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） 県主催の研修会等に参加している。

（強化） 消費者行政の基本的実務知識を習得するため研修会（国民生活センター等主催：年１回）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） 消費者問題（契約トラブル・悪質商法等）の正しい知識が町民に周知されていない。

（強化） 悪質商法や振込み詐欺などを未然に防ぐため、消費者に冊子やグｯズなど配布し啓発に努める。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 -                  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

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 1,294             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,294          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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 度会町 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

244708自治体コード

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）

執務参考図書の購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

6                  6                      

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書を購入し、町民からの相談業務を強化する

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の防止を図るため、リーフレットを作成し、町民に配布する 554               554                   リーフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

560               560                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 町民からの相談に対応するための参考図書を購入したが、まだ不足している

（強化） 町民からの相談に対応するため、新たな参考図書を購入する。

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）

（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） 町民に消費者被害の防止を図るための啓発資料がない。

（強化） 消費者被害の防止を図るための啓発資料（リーフレット）を作成し、町内全世帯に配布する。

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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 239               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 19               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 220             千円

平成22年度の消費者行政予算 780               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             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 220             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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 南伊勢町 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

244724自治体コード

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）

参考図書購入経費

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

30                 30                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための広報啓発 1,224             1,224                パンフレット作成経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

284               284                   

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

相談員の報償、費用弁償（交通費相当分）

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 消費生活相談員配置による相談窓口整備

1,538             1,538                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

○セルの挿入・削除は行わないでください。



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） 参考図書がないため､相談があった時の対応に苦慮している。

（強化） 参考図書の購入により、対応力の強化を目指す。

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） 町広報紙及び町ホームページによる消費者被害防止のための啓発。

（強化） 全世帯向けの消費者防止のための専用パンフレットの作成及び配布。

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） これまで消費生活相談員を配置しておらず､相談が寄せられた時には､職員が対応していた。

（強化） 平成２２年４月から､消費生活相談員１名を配置し､月１回消費生活相談窓口を開設して相談業務の強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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

1      72               人時間／年 284                

平成21年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の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

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 1,538             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,538          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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

相談員総数 1      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

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

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 執務参考図書の購入により、相談対応がしやすい環境を整備する。

④その他 ○ ４月より消費生活相談員を１名配置



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 紀北町 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

245437自治体コード

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）

事務用機器の購入、執務参考図書の購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

646               646                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

54                 54                     

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） 相談窓口機能の拡充。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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消費者行政関係研修参加支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の防止を図るための啓発 1,512             1,512                啓発用資料購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

2,212             2,212                

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） 他業務兼用のFAXを使用。

（強化） 相談窓口の強化を図るため、専用FAXの設置及び執務参考図書を購入する。

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） 県主催の研修のみの参加

（強化） 消費者の相談に対応できるよう、国民生活センター等主催の消費者行政に係る研修への参加支援（年１回予定）を強化する。

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） 国・県から配布された広報啓発チラシを役場カウンターなどに配置。

（強化） 国民消費生活センター等作成の啓発リーフレットを購入、全戸配布し町民への広報啓発を強化する。

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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

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 30                 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,242             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,212          千円

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

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

人人 平成22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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

相談員総数 -      -      

人

人

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報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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）

事業の概要

22 年度都道府県名 三重県 市町村名 鈴鹿亀山地区広域連合 平成

対象経費事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

249271自治体コード

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

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）

179               154                   

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費，研修費，教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者行政周知用チラシ類の作成，消費者啓発物品の
作成

3,192             2,624                
消費者行政周知用チラシ類の作成費，各種啓発冊子・物品の
作成及び購入費，啓発に供する事務機材の購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

6,830             2,888                

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

平成20年度の人員体制に対して増員した相談員に係る報酬，
費用弁償，社会保険料等

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
相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整
備

10,201           5,666                

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） 相談業務を担う定数内職員と２名（定数外）の消費生活相談員のうちいずれかが，１年で１回ずつ研修に参加できる予算としている。

（強化） 相談業務を担う定数内職員と２名（定数外）の消費生活相談員が各々毎年１回ずつ研修に参加できるように，基金を活用しながらその機会を増やす。

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） 啓発物品の購入及び作成に５万円，広報誌発行事業として４７万８千円（年３回分）の予算としている。

（強化）

・地域住民への消費者行政に関する周知の向上を図るため，現在広報誌の中で行っているものとは別に周知用のチラシを年１回発行する。自主財源による広報発行は
これからも継続する。
・地域住民の契約の知識や消費者意識の向上を目的として啓発の効果を上げるため，啓発冊子・物品の作成・購入費，啓発に供する事務機材（パンフレットスタンド）の
購入費として基金で２００万円を計上する。

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） 相談業務を兼務する定数内職員を除いて，２名の相談員（定数外職員）を雇用している。

（強化）
相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整備として，平成２１年５月から新たに１名（定数外職員）を雇用して増員を行っており，平成２２
年度についても継続して雇用する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 6      人

年間実地研修受入総日数 30    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,860          人時間／年 2,888              

平成21年度の消費者行政予算 22,978           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の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 4,766          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,212         千円

平成22年度の消費者行政予算 23,312           千円

5,666          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 -566           千円前年度差17,646         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 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      

平成21年度末 相談員数 1      

人

人 平成22年度末予定

人

1      人

相談員数 3      人

相談員数うち定数内の相談員

人 平成22年度末予定

処遇改善の取組

④その他

②研修参加支援 ○ 公費で研修に参加できる機会を増やす。

③就労環境の向上

①報酬の向上

相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

具体的内容

-      

人 平成22年度末予定

相談員数 -      


