
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

年度

事業経費

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費生活相談員、事業者取引指導監視員、一般職員へ
相談業務、法執行業務に係る研修参加機会を付与。

合計

自治体コード

9,683            

677

331007

謝礼、旅費

都道府県名 岡山県 市町村名 岡山市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

-

弁護士等への相談

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

平成２１年度から、消費生活相談員を１名増、事業者取
引指導監視員を１名採用。平成２２年度に事業者取引指
導監視員をさらに１名採用。

事業の概要

悪質な訪問販売等への対応策及び啓発のため、啓発ス
テッカー、リーフレット等を作成し高齢者を中心とした消費
者へ配布する。
食品表示等に関する内容量に着目した出前講座を実施
するために必要なパンフレット、教材等の充実を図る。

基金（交付金相当
分）対象経費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

200 200⑨消費生活相談窓口高度化事業

677

対象経費

啓発ステッカー作成費
パンフレット作成費
教材等購入費

参加旅費、研修参加負担金

2,210

6,596

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

2,210

6,596

平成 22

報酬、費用弁償（通勤費）、社会保険料（健康、厚生年金、雇
用）、児童手当

-9,683                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費生活相談員２回/年、国民生活センター等への研修に参加

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）
（既存）

なし

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

既存の内容に加え、消費者庁設置に伴い増大する業務への対応及び機能強化のため、平成２１年度に消費生活相談員１名増。取引
指導監視員（法執行・相談対応）を平成２１年度に１名、平成２２年度に１名採用。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

消費生活相談員４名、取引指導監視員０名。

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）
既存の研修参加回数に加えて、相談員、指導員、一般職員１人に対し、１回/年以上の国民生活センター等への研修参加機会の付与
及び支援。

⑭商品テスト強化事業

既存の内容に加え、啓発ステッカー、リーフレットの作成、小学生・ＰＴＡ向けに行う出前講座の実施及び必要なパンフレットの作成、教
材の購入等。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化） 弁護士相談１０回/年

⑬消費者教育・啓発活性化事業

啓発リーフレット、冊子の作成、契約トラブルに関する出前講座の実施。

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

3      

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 35,460         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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,683          

45,143

千円

千円

千円

人

年間研修総日数

前年度差 千円1,190          

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

34,270         千円

6,596              

平成21年度の消費者行政予算 41,803           

4,692          

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

自治体参加型

参加者数

人日

人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

（強化）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

7,533          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

③就労環境の向上

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○
２回/年の研修参加状況であったが、それに加えて１人に対し１回/年以上の参加
機会及び支援増

○ 通勤費支給①報酬の向上

具体的内容

相談員数 5      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

平成22年度末予定 相談員数 人

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

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 5      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人5      相談員総数平成21年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

研修開催のための講師謝金・旅費等

講演開催のための講師謝金等

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

460               

平成 22

消費者啓発情報紙の作成及び広報紙への折込み費用2,224                

研修に参加するための旅費等322               

-3,410                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

230               230                   

322                   

460                   

消費者行政担当者に対する研修参加支援

消費者行政担当者に対する研修開催

-

食品表示や食の安全に関しての消費者への啓発講演

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

法執行担当職員のノウハウ向上のための研修参加支援

合計

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

岡山県 市町村名 倉敷市

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード

3,410            

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

2,224            

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費者啓発情報紙の作成及び市内全世帯への配布

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度332020

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） 174               174                   研修に参加するための旅費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 専門の講師を招き研修を受講し、相談に対する処理能力向上と消費生活相談現場の一層の充実を図る。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

国民生活センターへの研修参加が相談員１名につき年１回。

出前講座を年１７回、FMラジオ放送年１３回、市政テレビ放映年１１回。

（強化） 出前講座、FMラジオ放送に加え、消費者啓発情報紙を作成し市の広報紙に折込み、市内全世帯へ相談窓口を周知することにより、早期相談・迅速解決を促進する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化） 上記に加え、国民生活センターの基礎的研修に一般職職員１名参加及び専門的研修に相談員２名及び一般職職員１名参加

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

（既存）

基金条例制定時の事業・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）
（強化）

（既存）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

なし

消費者に対し、食品表示と食の安全についての啓発を図るため、専門講師による講演会を開催する。

（強化）

（強化）

消費者行政担当者を対象とした研修の開催実績はない。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円-59             

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 17,827         千円

人時間／年

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,410          

21,237           千円

20,176           

17,886         千円

人日

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

平成21年度の消費者行政予算

千円

（強化）

自治体参加型

参加者数

（既存）

経済産業省などで開催される特定商取引法執行研修や製品安全４法の研修等の法執行担当職員への研修参加支援。

実施形態 研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存） 法執行担当職員のノウハウ向上に係る研修参加のための経常予算なし。

（強化）

千円

千円

2,290          



６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 相談処理能力向上のため、国民生活センター等への専門的な研修への参加支援

③就労環境の向上

5      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

相談員数 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

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22年度末予定 相談員総数 5      平成21年度末

①報酬の向上

具体的内容

人5      人相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

謝礼金

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

平成 22

車両購入費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

年度

事業経費

支所等で相談窓口を開設し、センター機能を強化する。

332038

1,200                

自治体コード

1,804            

都道府県名 岡山県 市町村名 津山市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,200            

講座、イベント等で消費者への教育啓発を強化する。

219               国民生活センター、県等が開催する研修会参加支援

285               弁護士等の専門家による相談員への実施指導

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

旅費

100               

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

啓発用パネル作製費

1,804                

100                   

-

219                   

285                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） センター以外（支所、公共的施設等）での相談窓口、相談者の自宅を訪問、製品事故発生時の現地調査等に使用するための車両購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（既存）

相談員の相談対応時に弁護士等専門家が同席し、相談員がその助言や指導を受けることで高度で専門的な相談への対応力を強化する。

啓発イベントでは、各方面からパネルを借用していた。

（強化） 啓発用パネルを新たに作製し、イベント、出張講座会場、相談窓口等に掲示し啓発活性化を図る。

（既存）

（強化）

年に１度、相談員２名のうち１名が研修に参加する旅費を支給している。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑧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）

事業名

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化） 相談員２名が各々２回程度研修会に参加する旅費を支給する。

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人時間／年

（強化）

（既存）

（強化）

千円

平成21年度の消費者行政予算

実施形態

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

千円

6,976            千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

人日

人日

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,804          

1,000          

-                  

7,507            

5,976          

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 5,703          千円 前年度差 千円-273           



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 研修参加に必要な旅費を支給する。

具体的内容

①報酬の向上

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）

1,445                

消費生活相談窓口の機能強化を図り，相談事業の拡充を図る。

平成 22

150                   参考図書購入費，テーブル，椅子

対象経費

年度

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

事業経費

広報リーフレット作成費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費

1,445            

160                   

1,755                1,755            

消費者行政についての広報・周知の強化を図る。

-

160               積極的に研修に参加をし，相談員のレベルアップを図る。

-

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

都道府県名 岡山県 市町村名 玉野市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

150               

合計

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

332046

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

消費生活センター等から配布された資料を，市役所内の市民の目に留まる場所へ置いている。

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

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
（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

県消費生活センターにて開催される講座に参加をしている。

パーテーションで囲い，プライバシーに配慮した消費生活相談スペースにて行っている。

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（既存）

独自に，リーフレット作成を行い，啓発を図る。

基金条例制定時の事業・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）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

気軽に相談できるスペースを確保するため，備品の整備，参考図書等を常備する。

（既存）

（強化）

（既存）

県外においても，有意義な研修内容であれば参加をする。

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

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）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人日

千円

1,268            

1,088          

人

研修参加・受入要望

千円

年間実地研修受入総日数

千円

（強化）

追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数

実施形態

参加者数

人日

年間研修総日数

180             千円

平成21年度の消費者行政予算 千円

1,940            

（既存）

（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

人

自治体参加型

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円

人時間／年

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 185             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,755          

前年度差 千円5                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

①報酬の向上

具体的内容

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

相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 -      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 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

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

年度

事業経費

332054

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計 -

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要

自治体コード

5,277            

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 岡山県 市町村名 笠岡市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費生活相談員の配置 3,237            

⑫食品表示・安全機能強化事業

出前講座等啓発資材・啓発用備品購入

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

2,040            

平成 22

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

5,277                

2,040                

報酬、社会保険

-

3,237                

出前講座等啓発資材・啓発用備品購入



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）

（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員不在。

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

笠岡市消費生活センターとしての啓発資材を作成し、啓発を行う。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

事業名

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

消費生活相談員を配置し、消費生活センターを設置。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（強化）

（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市で啓発資材が作成できていない。

（強化）

（既存）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）
⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

3                

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人時間／年

人日

千円

人

年間実地研修受入総日数

1      

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人

千円

1,701          

平成21年度の消費者行政予算

千円

法人募集型

実地研修受入人数

5,880            

千円

年間研修総日数

11,495         

3,237              

人日

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,277          

12,095           

600             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 603             千円 前年度差 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 人1      平成21年度末

具体的内容

①報酬の向上

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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

処遇改善の取組

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）

平成 22

対象経費

年度

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

事業経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費184                    

184                    184                -

184                
国民生活センター講座等への消費者行政担当職員の参加
支援

-

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

都道府県名 岡山県 市町村名 井原市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

合計

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

332071

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

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
（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

県が開催する研修へ相談従事職員が年数回参加。

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

国民生活センターが実施する研修へ消費者行政担当職員が参加できるよう旅費を支援。上位コースまたは未受講者を対象。

（強化）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

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）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人日

千円

1,005              

620              

-                   

人

研修参加・受入要望

千円

年間実地研修受入総日数

千円

追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数

実施形態

参加者数

人日

年間研修総日数

385              千円

平成21年度の消費者行政予算 千円

639                

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

人

自治体参加型

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円

人時間／年

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 455              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 184              

前年度差 千円70                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

①報酬の向上

具体的内容

人相談員総数 3       消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1       人平成21年度末

相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 2       人 平成22年度末予定 相談員数 -       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 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

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

平成 22

⑨消費生活相談窓口高度化事業

年度

事業経費

33208自治体コード

500                

都道府県名 岡山県 市町村名 総社市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

500                相談窓口業務の強化

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ，机，椅子等の購入及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

500                   

500                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等により間仕切りし，ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを守る。また，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄにより窓口周知を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

相談等を受ける施設が欠しい。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑧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）

事業名

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人時間／年

（強化）

（既存）

（強化）

千円

平成21年度の消費者行政予算

実施形態

年間研修総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

千円

1,186             千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

人日

人日

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             

350             

-                   

1,336             

836             

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 836             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

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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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

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

処遇改善の取組

②研修参加支援

具体的内容

①報酬の向上

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）

印刷費等450                   

平成 22

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

510                   

旅費等

450                

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）

-

相談業務担当者のレベルアップを図るための研修参加支援 60                     60                 

-合計

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 岡山県 市町村名 高梁市

事業名

自治体コード

510                

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

一般消費者の被害防止のためのパンフレット等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度332097

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化） 相談業務担当者のレベルアップを図るため国セン等への研修参加支援

県消費生活センター主催の研修への参加（年１回程度）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 一般消費者の被害防止のためのパンフレット等

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

事業名

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（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

前年度差 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）対象外経費 417             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 510             

495             

人日

千円

2,445             

1,950          

-                   

人

927                

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

人日

人

年間研修総日数

実施形態

自治体参加型

参加者数

千円

平成21年度の消費者行政予算 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

千円

-78             

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

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

-      人

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

相談員数 -      人

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

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

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

①報酬の向上

具体的内容

人1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

277               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

33210

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

自治体コード

悪徳商法に関する講演会の実施

6                  

都道府県名 岡山県 市町村名 新見市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談に対応するため参考図書整備

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業経費

271               

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

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

平成 22

6                      参考図書購入

対象経費

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

271                   講演会の実施

277                   - -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
なし

（既存）

（強化）

悪徳商法に関する講演会を実施し、住民が悪徳商法に会わないように知識の普及を行う。

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

消費生活相談に対応するための参考図書を整備する。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）
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

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円80               

481               

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 204             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 277             

124             

年間実地研修受入総日数

法人募集型

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

人実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数

実施形態

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

人時間／年

人日

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

平成21年度の消費者行政予算 333               

209             

千円

自治体参加型

千円

千円

年間研修総日数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

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

相談員数 -      人

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

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

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

具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 190               190                   -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレットを作成し、消費者被害防止の啓発を強化する。 100               100                   啓発パンフレットの作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口を周知し、相談体制を充実する。 90                 90                     市の広報紙に掲載（年２回、Ａ４、２頁）、書籍の購入

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 備前市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 332119 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



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者センター等から配布された資料を、消費者団体に配布及び本・支所の掲示板に置いている。

（強化） 独自にパンフレットを作成し、市の消費者団体や講習会等で、消費者被害防止の啓発を実施する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の周知で、年２回市の広報紙に記事を掲載及び関係書籍による相談体制の充実を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 150             千円 前年度差 23              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 190             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 127             千円

平成22年度の消費者行政予算 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）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 127               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

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

-      人

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

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 2      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 2      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,237            1,237                -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者向けパンフレットの作成、学習会の開催 1,220            1,220                パンフレット作成・配布代、消費者向け学習会開催費用、啓発用DVD・プロジェクターの購入費用

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 担当職員を派遣 7                  7                     出張旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料等の購入 10                10                    執務参考資料等購入費

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 瀬戸内市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 332127 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



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報紙への記事掲載（年数回）

（強化） パンフレット作成・配布や消費者向け学習会の開催により、市民に消費者問題への知識を深めてもらい被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 行政職員の県主催の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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 執務参考資料はなく、市民から相談があった場合には、県消費生活センターのパンフレット等を参考に対応している。

（強化） 執務参考資料を購入し、相談対応に役立てる。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 324             千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,237          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 324             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,561            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 324               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

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

-      人

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

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 1      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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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）

- 1,725                -

375                   老人クラブの会合等、積極的に地区に赴き、啓発を実施 啓発物品・教材作成

1,725            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

対象経費

平成 22

1,350                備品購入費

自治体コード

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談窓口へ週２日、相談員１名を配置する。
窓口の機能強化のため、必要備品を揃える。

375               

岡山県

事業経費事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 市町村名 赤磐市

事業名

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）

⑧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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

1,350            

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

合計

332135

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

主に高齢者向けの消費者被害防止のための啓発物品・教材を作成。街頭啓発や各地域での講習会を開催。

街頭啓発のために啓発物品を作成し、配布。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

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）
（強化）

（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）

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

相談員（非常勤）を配置し、週２回相談業務に当たる。相談窓口の機能強化のため、必要な備品等を揃える。

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 庁舎の改修を行い相談室のスペースを確保。相談窓口周知の啓発を行う。

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 208             千円

人時間／年

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,725          

人日

人

法人募集型

人

自治体参加型

参加者数

人日

実地研修受入人数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-2,511         

千円

年間実地研修受入総日数

平成21年度の消費者行政予算 4,969            

1,933            

実施形態 研修参加・受入要望

年間研修総日数

千円

千円

2,250          千円

2,719          

千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

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

相談員数 -      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

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

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1      2      相談員総数

①報酬の向上

具体的内容

人人平成21年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

332143

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

事業の概要

185                レベルアップ研修参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

3,014             

⑬消費者教育・啓発活性化事業

平成23年度消費生活センター設置準備

都道府県名 岡山県 市町村名 真庭市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

合計 -

2,202             ⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

185                   

年度自治体コード

627                専用電話回線設置、パソコン、パーテーション、リーフレット棚等

平成 22

事業経費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

627                   

研修旅費

2,202                 報酬、費用弁償、社会保険料

-3,014                 

消費生活相談員配置



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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

なし

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員1名配置

（既存）

（強化）
⑫食品表示・安全機能強化事業

なし

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

消費生活センター新設準備としての備品購入（専用電話回線、パソコン、パーテーション、リーフレット棚、看板、参考図書）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）
③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）
国民生活センター主催の養成研修参加支援

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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

千円前年度差

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

2                

1,089          

-                   

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 301             千円

千円

千円

追加的総費用

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

2,202              

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,014          

平成22年度の消費者行政予算

299             

1      

人

人時間／年

人日

対象人員数

人日

1,388             

追加的総業務量（総時間）

1,500          

平成21年度の消費者行政予算 千円

研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数

3,315             

千円

年間実地研修受入総日数

実施形態

人

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 臨時職員より非常勤嘱託職員へ変更

人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修参加支援

③就労環境の向上

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 -      

相談員数 -      人

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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 8      人 平成22年度末予定

人人8      相談員総数平成21年度末

相談員数

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1      

具体的内容

○①報酬の向上 身分の変更により、報酬向上



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）

消費生活相談員報酬等　

リーフレット、啓発グッズ作成等1,432                 

平成 22

30                     書籍購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

1,534                 

1,432             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費生活相談員の配置 72                 

-

72                     

専門書籍の購入

-合計

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 岡山県 市町村名 美作市

事業名

自治体コード

1,534             

30                 

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

リーフレット・啓発グッズ作成による消費者被害の周知・啓
発

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度33215

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 不当請求、架空請求などの啓発用リーフレットや啓発グッズを作成する

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

事業名

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

消費生活相談員による、各支所等での月１回相談日を設ける

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 専門書籍を購入し、被害者の相談に迅速・柔軟に対応する

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

なし

（強化）

（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

前年度差 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）対象外経費 559             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,534          

441             

人日

千円

1,809             

1,368          

-                   

人

2,093             

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

60              

人日

人

年間研修総日数

実施形態

自治体参加型

参加者数

千円

72                  

平成21年度の消費者行政予算

1      

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

千円

118             

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

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

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

相談員数 -      人

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

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

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

①報酬の向上

具体的内容

人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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,273            4,273                -

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）

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 問合せ・相談の増加に対応するため、相談員の増員を図 2,321            2,321                相談員の報酬、社会保険について

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員及び職員の消費者行政に係る研修参加の支援 348               348                  旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談を受ける部屋の改修等の整備 991               991                  事務所の改修、事務用機器の設置、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） 相談員の基礎的な知識の向上 613               613                  相談員報酬、費用弁償

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 浅口市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 332160 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



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者行政担当職員のみ。

（強化） 消費生活相談員を配置することで、消費者庁創設に伴う共通電話番号により増加が見込まれる相談への対応を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者が自己のレベルアップを図るため研修に参加するとき、費用の支援を行う。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 専門の相談員がいないため、参加予定なし。

（強化） 相談員が消費者問題の知識について乏しい場合、当該事業の研修に参加させ、それの支援を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者行政所管課にて相談の対応を行っている。

（強化） 消費生活相談を行う部屋を別に設置し、相談者のプライバシー等を確保する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 302             千円 前年度差 -5              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,273          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 307             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,575            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 307               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,487          人時間／年 2,321             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 55    人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 自己のレベルアップを図るため研修に参加するときの費用を支援

人

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

-      人

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      

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 4      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 4      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 120               120                   -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の機能強化 120               120                   相談スペース整備、備品・参考図書購入等

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 和気町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 333468 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
窓口の場所を分かりやすく、そしてプライバシーに配慮できるように相談環境を整備する。また、執務参考資料等を購入し、相談機能も
強化させる。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90               千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             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 90               千円

平成22年度の消費者行政予算 210               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 90                 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

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

-      人

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

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 1      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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

-

年度

事業経費

自治体コード

事業の概要

334235

900               合計

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

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）

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）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者への情報提供と啓発活動の充実を図る

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

都道府県名 岡山県 市町村名 早島町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

900               

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

平成 22

-

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

啓発パンフレット作成費
情報提供用デジタル機材購入費

900                   

900                   



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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（既存）

（強化）

特になし。

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

デジタル媒体により、視覚的な啓発活動を随時行うとともに、迅速な情報提供を行う。
啓発で用いるＤＶＤ放映用プレイヤーを整備する。啓発用印刷物を制作する。

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（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

千円-31             

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 205             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 900             

236             

平成21年度の消費者行政予算 1,186            

うち基金（交付金相当分）対象経費

実施形態

年間研修総日数

自治体参加型

研修参加・受入要望

人時間／年

人日

人日

追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数

年間実地研修受入総日数

人

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

950             千円

千円

千円

前年度差

-                  千円

1,105            千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

①報酬の向上

具体的内容

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

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

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1      人相談員総数平成21年度末 2      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 100               100                   -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加支援 100               100                   旅費、研修費、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 里庄町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 334456 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



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センターや県等が実施する研修に消費者行政担当者を参加させ、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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円 前年度差 65               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40               千円

平成22年度の消費者行政予算 205               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 40                 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

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

-      人

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 -      

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 1      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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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）

688                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

334618

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

自治体コード

消費生活ガイドブック作成・配布、出前講座

38                 

都道府県名 岡山県 市町村名 矢掛町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

執務参考資料購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業経費

650                

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

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

平成 22

38                     書籍購入費

対象経費

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

650                   作成委託費用・印刷製本費用　　　出前講座用資料・機材購入

688                   - -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談場所の確保・窓口表示、パソコンの設置

（既存）

（強化）

家庭用ガイドブック作成。各世帯へ配布。　出前講座開催

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

執務関係参考図書の整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）
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

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円992             

2,262             

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 1,574          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 688             

582             

年間実地研修受入総日数

法人募集型

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

人実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数

実施形態

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

人時間／年

人日

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

平成21年度の消費者行政予算 1,832          

1,250          

千円

自治体参加型

千円

千円

年間研修総日数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

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

相談員数 -      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

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22年度末予定 相談員総数 1      相談員総数平成21年度末 人人1      

具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 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 岡山県 市町村名 新庄村

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 消費者教育・啓発 100               100                   パンフレット・一口講座等

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） なし

（強化） パンフレットの作成、一口講座等による消費者教育・啓発

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

パンフレット等の作成208                   

平成 22

365                   ＤＶＤ、プロジェクター、プリンター等の購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

573                   

208                

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）

-

ＤＶＤ等の整備

-合計

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 岡山県 市町村名 勝央町

事業名

自治体コード

573                

365                

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費者被害防止のための啓発

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度336220

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） リーフレットを作成し、広報紙に折り込み全戸配布する。パンフレットを作成し、相談窓口等で活用する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

パーテーションでフロアーを区切り相談コーナーを設置し、相談窓口で活用できるようパソコン・書籍等を整備。消費者相談窓口を周知
するため、看板・ポスターを作成、チラシを全戸配布する。

（既存）

事業名

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化） 相談窓口等で活用できるよう、ＤＶＤ、プロジェクター、プリンター等を整備

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（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

前年度差 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）対象外経費 60              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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 573             

62              

人日

千円

596                

534             

-                   

人

633                

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

千円

人日

人

年間研修総日数

実施形態

自治体参加型

参加者数

千円

平成21年度の消費者行政予算 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

千円

-2              

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

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

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

相談員数 -      人

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

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

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

①報酬の向上

具体的内容

人1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 400               400                  -

⑱消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）

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）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活に対し意識啓発の強化を図る 300               300                  パンフレットの作成、講演会の開催

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）

⑧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

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）

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） 消費生活に係る相談窓口を拡充 100               100                  相談コーナー整備、看板設置

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）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 22 年度都道府県名 岡山県 市町村名 奈義町 自治体コード 336238



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） なし

（強化） 消費者の悪質商法被害防止のためのパンフレットを作成・講演会（説明会）を開催

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） なし

（強化） 消費生活相談コーナーを設置

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 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 50              千円

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 400             千円

10              千円

450               千円

前年度差 千円40              

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

千円

千円

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 10                

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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

③就労環境の向上

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

①報酬の向上

具体的内容

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

平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人

平成21年度末 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 450               450                  -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 各世帯へチラシ・パンフレット等を配布する。 50                50                    チラシ・パンフレット等

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 庁舎内にパネルスクリーン等で仕切りを作り相談場所を設置する。 400               400                  パネルスクリーン

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 西粟倉村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 336432 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



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） チラシ、パンフレット等の作成等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 庁舎内にパネルスクリーン等で仕切りを作り相談スペースを確保

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 41              千円 前年度差 15              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             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 26              千円

平成22年度の消費者行政予算 491               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 26                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

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

-      人

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

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 1      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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 336637 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 岡山県 市町村名 久米南町

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 パンフレット作成 100               100                  パンフレット作成等

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） なし。

（強化） 悪徳商法被害を防止するため、美咲町と連携してパンフレットを作成し、啓発強化に努める。

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 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 336661 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 岡山県 市町村名 美咲町

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 パンフレット作成 260               260                  パンフレット作成等

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 - 260               260                  -



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） 悪徳商法被害等を防止するため久米南町と連携してパンフレットを作成し、啓発強化に努める。

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 260               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 260             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

2,558             

200                

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

研修参加支援

相談員２名を新たに配置

冊子の作成、研修会の開催経費等

事業名 事業の概要 事業経費

自治体コード

⑨消費生活相談窓口高度化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,670             

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 岡山県 市町村名 吉備中央町

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） 執務参考図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

400                

平成 年度

400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費者被害防止のための啓発及び教育等の冊子等配
布、研修会の開催

相談員、消費行政担当者研修

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

1,670                 

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

22

200                   参考図書の購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

336815

2,558                 

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員報酬等288                288                   

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談員2名を新たに配置

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

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

消費者被害防止のためのパンフレット作成及び啓発、教育。研修会の開催

（既存）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

なし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（強化） 相談員及び担当職員のレベルアップするための研修参加支援

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

相談員執務のための参考図書、資料等の購入

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

なし

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 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

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 2,558          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

2,658             

千円

実施形態

人日

法人募集型

288                

千円平成21年度の消費者行政予算

千円

人時間／年

自治体参加型

参加者数

追加的総業務量（総時間）

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

100             

年間実地研修受入総日数

2,200          

2,300             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-                

2      240             

追加的総費用

実地研修受入人数

対象人員数

人

人日

研修参加・受入要望

年間研修総日数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 研修参加支援

具体的内容

①報酬の向上

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

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

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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


	岡山市
	倉敷市
	津山市
	玉野市
	笠岡市
	井原市
	総社市
	高梁市
	新見市
	備前市
	瀬戸内市
	赤磐市
	真庭市
	美作市
	浅口市
	和気町
	早島町
	里庄町
	矢掛町
	新庄村
	勝央町
	奈義町
	西粟倉村
	久米南町
	美咲町
	吉備中央町

