
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 111007 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 埼玉県 市町村名 さいたま市

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） 相談体制強化にかかる資料・機器等の配備 4,259            3,934                備品（電話機器、パソコン等）、通信料、消耗品（執務参考資料等

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） 相談事例研究会の実施 385               385                   会場使用料、講師謝金、消耗品（教材）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国セン・県主催研修参加支援 595               595                   旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 アドバイザー弁護士制度の拡充 430               430                   報償費（謝金）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示に関する知識の普及 708               708                   印刷製本費（パンフレット）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座等の啓発強化、高齢者・若年者等啓発強化 2,935            2,935                DVD作成委託費、印刷製本費（啓発用シール）、消耗品

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談データ入力・管理補助、日曜電話相談体制の整備 3,679            3,662                賃金、報酬、旅費、共済費

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） 工場見学会の実施、専門相談会の実施、消費者団体との協働事業 1,797            1,797                使用料、報償費（謝金）、消耗品、印刷製本費、委託費

合計 - 14,788           14,446              -



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） 相談員ウェブサイト閲覧不可

（強化） 相談員用電話機器の配備、シュレッダー配備、出前講座・啓発用備品、執務参考資料配備、閲覧用パソコン一式及びラック等配備、業務用印刷機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 相談事例研究会の実施（６回）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター主催の研修会への相談員（７人）、職員（１人）の参加を支援する。

（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） なし

（強化） 食品表示等啓発用パンフレットの作成

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座用DVDソフトの作成、高齢者・若年者等用啓発用品の配備

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談データ入力確認等作業員の採用（１名）、日曜電話相談窓口の開設

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） 見学会　なし、相談会　なし、消費者団体との協働事業　なし

（強化） 工場等企業見学会（バスツアー）、建築士等同席での出張相談会９回、消費者団体との協働事業実施（ワークショップ１回、街頭キャンペーン１回）

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

2      2,632          人時間／年 3,664              

平成21年度の消費者行政予算 79,332           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 17,035         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62,297         千円

平成22年度の消費者行政予算 76,780           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,446         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 62,334         千円 前年度差 37               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 15    人 平成22年度末予定 相談員総数 16    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 15    人 平成22年度末予定 相談員数 16    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 ○ 国セン主催の研修会･県主催の研修会参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談員の１名増員

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 112011 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 埼玉県 市町村名 川越市

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） 消費生活相談環境を充実するため、相談室備品等を整備する 648               648                   相談用パソコン机等、電話応答切替機、プロジェクター、ＤＶＤデッキの購入費　

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 市民啓発のために「クーリング・オフ　封書セット]を配布する 148               148                   「クーリング・オフ　封書セット」の購入費

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 796               796                   -



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） なし

（強化） 相談用パソコン机等、電話応答切替機、プロジェクター、DVDデッキを購入し、相談環境の充実を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 「クーリング・オフ　封書セット」を市民向けに配布し、消費者啓発の充実を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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 26,619           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 26,619         千円

平成22年度の消費者行政予算 27,148           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 796             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 26,352         千円 前年度差 -267           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      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 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      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 加湿器、パソコン机の購入により、執務環境を整備する。

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）

自治体コード 112020 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 埼玉県 市町村名 熊谷市

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） 消費生活相談窓口の備品購入及び相談窓口の周知 278               278                   事務用機器及び周知用物品の購入

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） 消費生活相談員の研修参加費用の支援 221               111                   消費生活相談員の研修参加のための費用弁償

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 253               192                   啓発配布用「くらしの豆知識」及びパンフレットの購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 752               581                   -



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） 相談窓口で使用する備品（事務机、シュレッダー、参考用書籍）を購入する。

（強化） 相談窓口で使用する備品（パンフレットスタンド２台、ファクシミリ付電話、コピー機）を購入する。相談窓口の周知用物品（ポケットティッシュ）を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 消費生活相談員の研修参加費用弁償の年額予算110,180円（相談員１人あたり県主催（県内）５回、国主催（都内）１回参加）

（強化） 消費生活相談員の研修参加費用弁償の年額予算221,840円（相談員１人あたり県主催（県内１０回）、国主催（都内）１回、国民生活センター主催（神奈川県）１回参加）

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） 「くらしの豆知識」を２００冊購入し、市民に頒布する。

（強化） 「くらしの豆知識」を５００冊購入するとともに消費者被害防止のためのパンフレットを作成し、消費生活講座で市民に頒布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 4,718            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 857             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,861          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,361            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 581             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,780          千円 前年度差 -81             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 3      人

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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 3      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 ○
消費生活相談員の研修参加費用弁償の年額予算221,840円（相談員１人あたり県主催（県
内１０回）、国主催（都内）１回、国民生活センター主催（神奈川県）１回参加）

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談窓口の備品を購入する。

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）

自治体コード 112038 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 埼玉県 市町村名 川口市

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） 相談室の環境整備 124               124                   事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加の支援 91                 52                    費用弁償・受講料

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

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による多重債務者相談 756               756                   弁護士報償金

合計 - 971               932                   -



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） な　し

（強化） 相談室にＦＡＸ機能付きコピー機・キャビネットの設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員３名研修参加

（強化） 既存の３名に更に４名追加して合計７名研修参加

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） な　し

（強化） 弁護士による多重債務者相談を毎月２回実施

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 8,386            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 8,386          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,664            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 932             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 8,732          千円 前年度差 346             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 7      人 平成22年度末予定 相談員総数 7      人

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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 7      人 平成22年度末予定 相談員数 7      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 　既存の３名に更に４名追加して合計７名の研修参加の支援

③就労環境の向上 　事務用機器を設置して相談室の環境整備の充実

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）

自治体コード 112062 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 埼玉県 市町村名 行田市

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） 消費者行政担当職員の県内開催の研修参加支援 20                 20                    研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 アドバイザー弁護士助言体制整備 120               120                   弁護士電話アドバイザー助言体制整備（弁護士謝金）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座の実施 30                 30                    消費生活講座講師謝金（増分）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 170               170                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修すべてに旅費支給ができず、一部研修について参加を見送るなどしていた。

（強化） 県主催の研修に参加できるようにし、旅費を確保する。研修参加することで、担当課職員の相談知識の向上が図られる。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化）
消費生活相談で受け付けた事例に対し、早急・迅速に対処・解決するために、弁護士による電話助言アドバイスを行う体制を整備。（弁
護士へ謝金支給）

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） 消費生活講座が年２回分の予算配分に制限され、開催が少なかった。（消費生活相談員を講師とした講座。）

（強化）
既存と同様、消費生活相談員を講師として回数を年２回から年４回に増やす。また、高齢者福祉部局や地域公民館と連携を図り、地域
包括支援相談協力員や老人クラブ、地域住民などへの啓発活動を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 2,087            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 2,087          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,959            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 170             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,789          千円 前年度差 -298           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 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      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 112071 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 埼玉県 市町村名 秩父市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、担当職員の研修参加支援。 97                 97                    研修参加支援（旅費・負担金）

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） 執務参考資料購入 29                 29                    執務参考資料購入

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発品作成・配布、消費者向け講演会開催、視察研修支援 1,410            1,410                啓発品作成、講師謝礼、会場借料、消費者団体視察研修支援等

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日を週３日から週４日に増やし、センター化。 2,422            622                   相談員勤務日数拡大による報酬、雇用保険

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 - 3,958            2,158                -



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） 相談員研修参加支援（年5回）

（強化） 相談員等研修参加支援回数拡大（年22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） なし。

（強化） 執務参考資料購入。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止啓発品(ポケットティッシュ1,500個)を作成。消費者向け講演会を開催（年2回）。

（強化） 消費者被害防止用パンフレット(5,000部)、啓発品(ポケットティッシュ等6,300個)を作成。消費者向け講演会開催（年7回）。消費者団体の視察研修支援（1回）。

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） 相談窓口を週３日開設。

（強化） 相談窓口を週３日から週４日に拡大。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      300             人時間／年 600                

平成21年度の消費者行政予算 2,703            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 914             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,789          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,191            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,158          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,033          千円 前年度差 244             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 1      人

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬額を、日額10,000円から12,000円に増額。

②研修参加支援 ○ 研修参加時の旅費・負担金を支援。（5日から10日に増）

③就労環境の向上

④その他 ○ 勤務日数増により、新たに雇用保険に加入。



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 112089 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 埼玉県 市町村名 所沢市

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） 事務用消耗品、備品の拡充 10,730           2,019                相談用パソコン、相談室用机、椅子、執務参考資料等の購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加によるレベルアップ 81                 11                    研修会旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資料等を購入し、被害の未然防止を図る 4,328            3,237                リーフレット、ＤＶＤソフト等の購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 15,139           5,267                -



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） 相談員用パソコン等の不足

（強化） 相談等に使用する机や椅子、パソコンやスキャナー等の事務機器の整備、執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 研修参加回数の不足（４回）

（強化） 研修参加に伴う旅費の増設（５回に増加）

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） 啓発資料の不足

（強化） くらしの豆知識等の啓発資料を増刷、ＤＶＤ等の視聴覚資料を購入、回覧板を自治会に配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 9,877            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 9,877          千円

平成22年度の消費者行政予算 15,176           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,267          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 9,909          千円 前年度差 32               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 5      人 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 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 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 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 ○ 研修参加の旅費等を支援する

③就労環境の向上 ○ 相談に係る事務機器や書籍等を購入し、資質向上を支援する

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）

自治体コード 112097 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 埼玉県 市町村名 飯能市

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）
相談室を機能強化するため、ＦＡＸ及びシュレッダーを配備し、
相談員の参考図書を揃える。書類や図書を整理、保存するため
の書庫を購入する。

366               366                   ＦＡＸ、シュレッダー、書庫、参考図書購入費

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
消費者啓発事業の強化として、配布用啓発冊子、デジタ
ルカメラを購入する。

174               174                   配布用啓発冊子、デジタルカメラ購入費

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口の開設を週４日から週５日に拡大する。 524               524                   消費生活相談員の報酬及び通勤手当相当額

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 1,064            1,064                



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） 相談事業用のＦＡＸ及びシュレッダーがない。書類や図書を置く書庫が足りない。

（強化） 相談事業用のＦＡＸ及びシュレッダーを配備し、相談員の参考図書を揃える。書類や図書を整理、保存する書庫を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 配布用啓発冊子、デジタルカメラを購入する。

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） 相談窓口開設日　週４日（月～木）とする。

（強化） 相談窓口開設日　週５日（月～金）とする。

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 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      250             人時間／年 524                

平成21年度の消費者行政予算 3,923            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 3,923          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,186            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,064          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,122          千円 前年度差 199             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 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      人

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

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

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 ○ 相談室の事務機器を整備することにより、就労環境の向上を図る。

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,112            1,910                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 538               370                   啓発紙の全戸配布

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 消費生活相談に係る困難事例等について弁護士に相談 557               557                   謝金

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） 相談員の研修への参加支援 127               93                    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） 備品等の充実 890               890                   デジタルカメラ一式、パソコン一式

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 埼玉県 市町村名 加須市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112101 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） 成人式(1,410部)や中学3年生消費生活講座(1,430部)に啓発紙を配布

（強化） 全世帯(40,120部)に啓発紙を配布

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）

⑧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、県等の研修に旅費を支援(月約1回分)

（強化） 国、県等の研修に旅費等を支援(月約2回分)

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に係る困難事例等について弁護士に相談

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） 備品等の不足

（強化） デジタルカメラ一式、パソコン一式

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 4,036          千円 前年度差 1,098          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,910          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,938          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,946            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 3,611          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,549            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 ○ デジカメラ一式、パソコン一式等の備品を設置

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 ○ 国や県等開催の研修参加のための旅費、研修費、教材費を支援

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 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      

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 平成22年度末予定 相談員数

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



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 112119 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 埼玉県 市町村名 本庄市

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） 消費者行政に係る研修への参加支援 10                 10                    教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための講演会開催、消費者啓発物品の配布 450               450                   講師謝金、会場借料、広告資料作成費、啓発物品の作成費

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 460               460                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政に係る研修への参加支援（資料代３回分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための講演会開催、消費者啓発物品の配布（ポケットティシュ３，０００個）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 1,564            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 1,564          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,002            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,542          千円 前年度差 -22             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 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      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 ○ 消費者行政に係る研修に参加する際の教材費について支援する

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 112127 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 埼玉県 市町村名 東松山市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発の強化 2,163            2,163                ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの全戸配布、ｲﾍﾞﾝﾄ時駐車場等啓発用のぼり旗の購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設日数の拡充 530               530                   相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,693            2,693                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存） 　

（強化） 　

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし　

（強化） 消費者啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを市内全戸（約35,000戸）に配布。ｲﾍﾞﾝﾄ実施の際の会場や平時の市庁舎駐車場等に啓発用のぼり旗を掲揚。

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） 窓口週３日開設（１０：００～１６：００　除１２：００～１３：００）

（強化） 窓口を１日増設して週４日開設とする（１日の開設時間は変わらず）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      265             人時間／年 530                

平成21年度の消費者行政予算 1,900            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,900          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,599            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,693          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 1,906          千円 前年度差 6                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 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      人

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

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

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 4      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）

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）

112143

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）

年度

81                 消費生活相談事務用機器の購入

事業経費事業の概要

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

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）

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

消費生活相談啓発用リーフレット全戸配布

自治体コード

2,452            

2,371            

-

平成 22都道府県名 埼玉県 市町村名 春日部市

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

-

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2,371                消費生活相談啓発リーフレットの作成・配布。

2,452                

81                    相談員が使用するシュレッダー等の事務用機器の設置。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（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）

消費生活講座等のイベント時に少量のリーフレット配布を行っている。

⑭商品テスト強化事業
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

より幅広く市民への周知を図るため、消費生活相談用の啓発リーフレットを新たに作成し、全戸（83,000）配布する。

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

なし

（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化） 消費生活相談員用として、シュレッダー・プリンタースタンド、引戸書庫を購入し、相談室に配置する。

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）

（強化）

（既存）

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）



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

平成21年度の消費者行政予算

千円

（強化）

実施形態

（既存）

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成22年度の消費者行政予算

自治体参加型

参加者数

3,141            

-                  

人時間／年

対象人員数

研修参加・受入要望

4,258            

2,452          

うち基金（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）対象経費

千円

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

年間研修総日数

⑱消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）対象外経費

人日

（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 -                  

3,141          千円

千円

千円

1,806          千円前年度差

千円

-1,335         

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数



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      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員

人 相談員総数3      消費生活相談員の配置

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数平成21年度末

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末 人

3      

平成22年度末予定平成21年度末

相談員総数

人

人

人

平成21年度末 3      

平成22年度末予定

○ シュレッダー及び書庫の購入し、環境整備を図る。

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

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 112151 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 埼玉県 市町村名 狭山市

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） 相談、啓発及び事務用のパソコン、プロジェクタなどを購入 2,016            2,016                パソコン、プロジェクタなどの機材・機器の設置、図書購入

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） 研修参加機会を７日分増やし、年間延べ２７日分に拡充 111               29                    旅費、研修資料代

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による専門的な相談を３回増やし、年１５回実施 600               120                   弁護士報酬

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 出前講座を外部講師で実施、冊子増刷、資料等作成・購入 2,678            2,553                講師謝礼金、資料・冊子・回覧板等作成費、機材・機器等購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,405            4,718                -



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） なし

（強化） 相談窓口、啓発、事務に係わるパソコン、プロジェクタ、シュレッダなどの機材・機器の新規購入による機能強化

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） 国民生活センターや県等への研修参加支援を年間延べ２０日分実施。

（強化） 国民生活センターや県等への研修参加支援の回数を７日分増やし、年間延べ２７日分に拡充する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士による高度な専門相談を年１２回実施。

（強化） 弁護士による高度な専門相談を３回増やし、年１５回実施。

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） 内部講師による出前講座の実施、相談窓口用冊子の作成（２８９冊）

（強化） 外部専門講師による出前講座の実施、出前講座用等に冊子３００冊増刷、パンフレット・回覧板等の作成、資料・機材の新規購入。

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 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 17,597           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 17,597         千円

平成22年度の消費者行政予算 23,174           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,718          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 18,456         千円 前年度差 859             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 6      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      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 6      人 平成22年度末予定 相談員数 4      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 ○ ④その他に記入

②研修参加支援 ○ 研修参加支援の回数を増やす。

③就労環境の向上 ○ 相談窓口、啓発、事務用機材・機器の新規購入

④その他 ○

平成２２年度から相談員の身分を非常勤特別職から嘱託職員（非常勤一般職）に
変更し、週２日勤務から週４日勤務への変更を可能にし、健康保険・厚生年金・雇
用保険の適用を可能にする。日給制から月給制にし、期末割増賃金を支給するこ
とにより実質的に時給単価アップを図る。また、週４日勤務の方は勤務年数により
月額賃金を３区分設ける。



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）

自治体コード 112160 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 埼玉県 市町村名 羽生市

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） 研修参加、相談員養成講座受講 342               342                   費用弁償、旅費、研修宿泊費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座開催 90                 90                    講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談拡充 1,000            1,000                相談日２日から４日の増加に伴う相談員報償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,432            1,432                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員及び行政担当職員が積極的に研修に参加する

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） なし

（強化） 年齢層を絞り、高齢者等に対する講座を９回開催

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） ２日

（強化） 相談日の拡充、現在２日から４日へ

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      500             人時間／年 1,000              

平成21年度の消費者行政予算 3,988            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 3,047          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 941             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,455            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,432          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 1,023          千円 前年度差 82               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 3      人

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

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

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ ９，０００円／日から１０，０００円／日に増額

②研修参加支援 ○ 積極的に研修に参加させる

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 112178 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 埼玉県 市町村名 鴻巣市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の拡充 1,119            1,119                事務用機器の設置、執務参考資料購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援、職員研修旅費 125               125                   旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発品購入・出前講座開催 905               905                   広報資料購入費、出前講座の実施による講師謝金、教材購入費

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,149            2,149                -



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） プリンター、電話機、書庫、デジタルカメラ、執務参考資料、カーテン等購入費など相談室の拡充

（強化） パソコン２台、プリンター、執務参考資料等、シュレッダ、デジタルカメラ、サーバーラック等を購入し、相談室（支所含む）の整備を行う。

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） 法令研修会等、県主催の研修会の交通費支給（月１回程度）

（強化） 県主催の研修会の交通費支給（月２回程度）。　国民生活センターの研修参加（交通費、宿泊費、受講料）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発資料、ビデオを購入し、出張講座事業を拡充する。啓発用回覧板、ＡＴＭ設置用ポップを作成・配布し、消費者啓発を強化する。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

#

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 3,358            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 1,339          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,019          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,294            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,149          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,145          千円 前年度差 126             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 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      人

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

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

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 ○ 相談日に相談員が研修に出席の際、相談窓口が不在にならないよう、人件費を一般財源であてる（3人×3回）

③就労環境の向上 ○ 消費者行政における事務機器、及び相談室を整備することにより、就労環境を向上させる。

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）

自治体コード 112186 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 埼玉県 市町村名 深谷市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談啓発物品作成、相談室の備品を整備する 3,831            3,831                啓発チラシ・回覧版作成、電話台・長机・パンフレットスタンド設置

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修への参加支援 109               109                   旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講演会実施 541               541                   消費者講演会講師謝礼・会場使用料など

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日を週3日から４日に増やす 569               569                   相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消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 - 5,050            5,050                -



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） 庁舎内の会議室で相談を受けているため、専用の事務用機器等はなし

（強化） 消費生活相談啓発チラシを全戸配布、啓発用回覧板を作成。相談室の電話台・長机・時計・パンフレットスタンド等を購入し相談室の整備を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修には相談員の自費により参加

（強化） 県等で開催する研修に相談員等が参加できるよう旅費を支援（延17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） 消費生活相談等に関する広報チラシ回覧（年１回）

（強化） 消費生活講演会を実施し消費者意識の高揚を図る。

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） 消費生活相談を週３日実施

（強化） 消費生活相談を週３日から週４日に増やして実施

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      245             人時間／年 569                

平成21年度の消費者行政予算 6,085            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 3,574          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,511          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,041            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,050          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 1,991          千円 前年度差 -520           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 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県開催等の研修参加のための旅費を支援。

③就労環境の向上 ○ 相談室の備品等を購入し環境整備を図る。

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）

自治体コード 112194 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 埼玉県 市町村名 上尾市

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） 相談業務の拡充・強化事業 6,432            6,432                センター改修工事費、参考図書購入費

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） 消費者行政担当者研修参加支援 60                 60                    旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等アドバイザー活用事業 651               651                   弁護士等謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品安全講演会実施事業 204               204                   講師謝金、会場使用料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講演会開催、情報紙発行、啓発冊子配布等 1,849            1,849                講師謝金、会場使用料、情報紙印刷代、資料購入費等

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員・勤務時間の拡大 2,481            2,481                消費生活相談員報酬、交通費相当分費用弁償

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 - 11,677           11,677              -



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） センター内のスペースが有効活用されず、各相談コーナーが近接しているため相談者のプライバシー保護が十分に図られていない。

（強化）
相談者のプライバシー保護に配慮するため、パーテーションの設置を行う。また、センター内のスペースを確保し、相談コーナーの増設を行う。また、
相談用机等の備品を整備し、相談機能の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員は勤務時間外に開催される事例研修、法令研修に自己負担で参加している。

（強化） 相談員の事例研修の参加費、費用弁償を負担し、行政職員を国セン等の基礎研修に参加できるよう支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士、一級建築士から相談に必要な助言を得る体制を整える。

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） 消費生活セミナーで随時食に関する知識を得られる講座を開催。

（強化） 現在行っているセミナー・講座に加え、市民から要望の多い講師を招いて講演会を行う。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講演会、出前講座、セミナーの開催、県等作成のパンフレット配布。

（強化） 現在行っているセミナー・講座に加え、市民が要望する講演会の開催や、冊子・情報紙の購入や発行を行い消費者啓発をすすめる。

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） 3人の相談員で1日2人体制で勤務。勤務時間は相談時間と同一。

（強化） 有休取得や、急病の際も常時相談員2人体制を確保できるよう、1日3人勤務体制に近づける。相談受付時間終了後30分間の業務時間拡大をする。

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 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

4      1,183          人時間／年 2,481              

平成21年度の消費者行政予算 15,192           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 7,089          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,103          千円

平成22年度の消費者行政予算 18,979           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,677         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,302          千円 前年度差 -801           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 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      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 3      人 平成22年度末予定 相談員数 4      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 ○ 相談業務に必要な研修への参加支援をする（旅費）。

③就労環境の向上 ○ 事務室の改修により就労環境の整備を行う。

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 112216 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 埼玉県 市町村名 草加市

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）
消費生活センター機能の強化、センター啓発チラシ作成
及び広報折込配布

1,726            1,726                
広報作成折込及び配布料、参考図書購入、安全確保機器の設置、事
務用機器（パソコン・プロジェクター・撮影機器・録音機器）の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の県内及び都内・国センへの研修参加支援（３人） 133               133                   旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門的知識の活用支援 360               360                   弁護士等謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品安全講演会開催・ビデオ購入 570               570                   講演会講師謝礼、ビデオ購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者等向けに啓発品及びパンフレット購入・配布 769               769                   啓発用機器備品、啓発品、小冊子購入

⑭商品テスト強化事業 事故品観察用機器購入 8                  8                      事故品観察用具（拡大鏡）購入

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 苦情処理委員会でもある消費生活審議会への謝礼 63                 63                    謝礼

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員緊急配備（２人増員） 1,565            1,565                相談員報酬（２人×５１週）

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 - 5,194            5,194                -



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） センター改修工事、備品等購入

（強化）
センター広報の実施、相談員安全確保のための機器設置（防犯カメラ、警報機）、事務用機器（パソコン・プロジェクター・撮影機器・録音機器）を設置
し、消費生活センターの機能強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修等に、相談員２人×７回、国セン研修に相談員等４人×１回派遣

（強化） 県開催の研修等に、相談員４人×5回、国セン研修に相談員等1人×１回を追加派遣できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士等への謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に関する講演会実施、食品安全ビデオの購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法啓発リーフレットの購入（約１００００部）

（強化） 既存に加え、高年者等への小冊子（３０００部）及び啓発用品（マグネットバー）を購入配布

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 事故品観察用機器（拡大鏡）の購入

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存） 消費生活審議会委員の謝礼

（強化） 審議会委員に加え、苦情処理を行う消費生活審議会小委員会の謝礼

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） のべ週８人の相談員を配置

（強化） のべ週２人相談員を増員配置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      612             人時間／年 1,194              

平成21年度の消費者行政予算 13,013           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 6,984          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,029          千円

平成22年度の消費者行政予算 10,359           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,194          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 5,165          千円 前年度差 -864           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 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      人

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

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

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 ○ 県などが開催する研修参加のための旅費を支給

③就労環境の向上 ○ 相談員安全確保及び事務機器等を配備

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 112224 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 埼玉県 市町村名 越谷市

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） 消費生活センターの整備 240               240                   書庫など事務所内の事務用備品の整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・職員の県・国民生活センターへの参加支援 20                 20                    旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士によるサポート 360               360                   困難事例につき弁護士からアドバイスを受ける

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 620               620                   高齢者向け等パンフレットの作成、グッズの購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,240            1,240                -



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）

事務用機器（FAX、シュレッダー）及び啓発用機器（パソコン、プロジェクター）を整備。相談用椅子の老朽化により、相談者への対応に支障をきたしている。また、相談用
書類棚が十分に整備されておらず、相談業務が効率的に行えない。

（強化） 相談用椅子及び書庫を購入し、相談業務の効率化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 県・国民生活センターの研修に相談員５名を年１回参加できるよう、国民生活センターの研修に職員１名を年１回参加できるよう支援

（強化） 加えて、県の研修に相談員５名、国民生活センターの研修に相談員２名と職員１名を年１回参加できるよう支援

⑧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） なし

（強化） 相談員が困難な事例につき弁護士からアドバイスを受けることにより、適切な相談業務を実施することができる

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） 出前講座、消費生活講座等を実施

（強化） 新たに高齢者・一般・若者向けのパンフレットを作成、グッズの購入

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 10,915           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,305          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,610          千円

平成22年度の消費者行政予算 10,475           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,240          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 9,235          千円 前年度差 625             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 5      人 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 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 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 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 ○ 県・国民生活センター研修へ参加する旅費・参加費の支援を拡充する

③就労環境の向上 ○ 事務用備品が整備されることにより、より就労しやすい環境を整える

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務弁護士相談 756               

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

謝礼（弁護士・司法書士等）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）

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

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）

合計

年度

170               相談員及び職員の研修への参加支援(2名）

事業経費事業の概要

平成

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

市民・団体への啓発及び団体の活動支援 493               

⑭商品テスト強化事業

-

弁護士謝礼

基金（交付金相当
分）対象経費

22都道府県名 埼玉県 市町村名 蕨市 112232自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

-

756                   

70                 

講師謝礼啓発資料代等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

専門相談謝礼

旅費、負担金、資料代

1,489            

対象経費

70                    

139                   

1,428                

463                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑧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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

（強化）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化） 相談員が参加している自主研修の参加費・旅費の支援。　国セン研修会に相談員（年2回）・職員（年１回）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）

（既存）

（既存）

弁護士等の専門家からの助言を求める

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

なし

（既存）

市民及び団体を対象とした講座や勉強会を開催、啓発資料（リーフレット等）の作成・配布

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

弁護士による相談員の自主研修に相談員が自費で参加。　国セン研修会に相談員参加（年１回）

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（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）



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

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数

研修参加・受入要望

人時間／年

（強化）

千円

平成22年度の消費者行政予算

自治体参加型

千円

5,384            

1,428          

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）対象経費

実施形態

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

年間研修総日数

参加者数

7,050            

なし

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人日

（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

（既存）

前年度差

千円

-877           3,956          千円

千円

4,833          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

「多重債務弁護士相談」の実施

人

人

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）
（既存）

2,217          

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数



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

うち定数内の相談員

人 1      相談員総数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

1      

1      人

平成21年度末

平成21年度末

人

人

平成21年度末

平成22年度末予定

○

平成22年度末予定

平成21年度末

相談員総数

人

①報酬の向上

1      

研修参加のための旅費及び受講料を支援する。

処遇改善の取組

④その他

具体的内容

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）

合計 - 1,156            1,156                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の強化 672               672                   消費者啓発資料作成費

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 専門的知識を有する者の活用 175               175                   講師謝金

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）

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） 相談室の整備 309               309                   ＩＣレコーダー・プロジェクター・プロジェクタースクリーン購入費

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 埼玉県 市町村名 戸田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112241 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） 悪質商法に対する啓発を中心とした出前講座を実施。

（強化） 既存の事業に加え、四半期に一回、消費者啓発のためのチラシを作成し、市内全戸配布を実施。（約４０，０００戸）

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） なし。

（強化） 平成２１年度に引き続き、弁護士による「戸田市消費生活アドバイザー制度」を実施。

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） 平成２１年度中に、消費者行政活性化補助金を活用し、インターネットパソコン及びデジタルカメラを購入。

（強化） 悪質な相談者が来所した場合に備え、ＩＣレコーダーを購入する。プロジェクター及びプロジェクタースクリーンを購入し、出前講座等で活用する。

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 10,187         千円 前年度差 2,889          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,156          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,298          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,343           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 1,409          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,707            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 ○ 行政暴力等、悪質な相談者に備えるため、ＩＣレコーダーを購入し、相談室を整備。

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 3      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 6,403            6,403                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座開催、ビデオ、啓発用小冊子等購入 454               454                   講師謝金、教材購入

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） 交通費、研修費の支援 68                 68                    研修参加するために必要な旅費、研修費

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） センターの備品、図書等購入、名入り回覧板の作成等 5,881            5,881                机、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ等の機材･事務用機器購入、ｾﾝﾀｰに関する住民周知

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 埼玉県 市町村名 入間市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112259 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） 啓発講座を1回開催

（強化） 上記に加え、啓発講座の開催を4回増やし、啓発用品（小冊子、くらしの豆知識、啓発用ビデオ、悪質商法撃退シール等）を購入・配布して啓発を行う。

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） 国センの相談員研修に12回参加

（強化） 上記に加え、国ｾﾝの事例研修に8回、県研修に8回、法令研修会に6回、PIO-NET研修に6回、多重債務研修に1回参加する。

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）

（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） 相談窓口としての事務機器等が不足している。相談窓口としての市民の認識は低い。

（強化） 机、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、図書等備品等の購入を行い、相談機能を向上させる。啓発用回覧板を作成・配布し、消費生活センターのＰＲを行い、相談窓口の周知を図る。

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 7,287          千円 前年度差 134             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,403          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,153          千円

平成22年度の消費者行政予算 13,690           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 7,153            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 ○ 直通電話、コードレスホン等の機材・事務用機器の設置

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 ○ 参加に際しての交通費、研修費の支援

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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 4      

相談員総数 4      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 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 - 1,943            1,943                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日を1日/週増設するため、相談員を1名増員 594               594                   増員分の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発講座、ポスター展、消費者展の開催、シール配布 1,056            1,056                講師謝金、ポスター・チラシ作成用紙代、啓発品代等

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 食品表示・安全機能強化のために講師を招き講演会を開催 287               287                   講師謝金、ポスター・チラシ作成用紙代等

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） 研修参加支援 6                  6                      旅費

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 埼玉県 市町村名 鳩ヶ谷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112267 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） 週3日相談日を設け、専門の相談員が市民の相談を受け、あっせん解決・助言等行っている。

（強化） 週4日に相談日を拡張し、相談員を1名増員（あるいは1人を週2日勤務とする）して、相談体制を厚くする

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 市民の関心の高い、食の安全に関する講座を開催し消費者教育を図る

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活講座の開催（4回/年）、ポスター展、消費生活展の開催、啓発シールの配布

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）

⑧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） 研修参加時の交通費等を支給する

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）

（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 1,932          千円 前年度差 23               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,943          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 1,909          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,875            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,494          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,403            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      270             人時間／年 594                

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 ○ 相談員の研修支援（旅費）

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 3      人 平成22年度末予定 相談員数 4      

相談員総数 4      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 3      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,829            3,829                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増員（２人⇒３人） 1,826            1,826                増員する相談員への報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法や多重債務防止等に関する消費者への啓発強化 1,162            1,162                啓発用品（ばんそうこう、ティッシュ等）の作成、配布

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） 研修等に参加する相談員への旅費・負担金の支援 126               126                   研修等に参加する相談員への旅費・負担金の支援

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） 相談室用事務機材の設置 715               715                   電話録音機、老眼鏡など相談室用消耗品及び備品の購入

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 埼玉県 市町村名 朝霞市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112275 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） 相談員2名により、週5回、常時1名体制で相談業務を実施

（強化） 相談員3名により、週5回の内3日を2名体制、2日を1名体制で相談業務を実施

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） 悪質商法や多重債務防止等に関するパンフレットを印刷

（強化） 既存の取り組みをさらに強化するため、ばんそうこう、ティッシュなどを作成（配布）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） 相談員2名分の研修会等への参加に伴う旅費を支給

（強化） 新たに委嘱する相談員１名と既存の相談員で新たに旅費を計上する分、併せて相談員3名分の研修会等への参加に伴う旅費を支給

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） 消費生活相談室を2箇所設置

（強化） 既存の取り組みをさらに強化するため、新たに相談室に老眼鏡などの消耗品及び電話録音機などの備品を設置する

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 9,607          千円 前年度差 -205           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,829          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 9,812          千円

平成22年度の消費者行政予算 13,436           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 5,345          千円

平成21年度の消費者行政予算 15,157           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      830             人時間／年 1,826              

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 ○ 相談室の機能強化を図るため必要な備品等を設置する。

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 ○ 相談員が消費者行政に係る研修に参加する場合に旅費を支給する。

人

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

-      人

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 3      

相談員総数 3      人

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

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 - 1,317            1,317                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育の一環として、啓発物資及びチラシの作成と広く市民を対象に
消費生活教材の貸出し業務を行う。

456               456                   ビデオ、DVD等　 啓発用絆創膏　 ティッシュ　 チラシ

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） 積極的に研修に参加できるよう研修参加旅費を支援する。 120               120                   研修参加旅費

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） 就労環境整備のため、事務用備品の充実及び、消費者貸出し用備品も揃
え、消費者教育に寄与する。

741               741                   複合機   ICレコーダー   プロジェクター   スクリーン　

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 埼玉県 市町村名 志木市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112283 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） なし

（強化） 啓発物資、チラシの作成を行う啓発事業と、消費者教育の充実のため消費者教育用ビデオや、DVD等の貸出し事業を行う。

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） 予算がなく参加を見合わせたり相談員の自費により参加。

（強化） 相談員等が積極的に研修に参加することにより、相談業務の向上を図れるよう研修参加旅費を支援する。

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）

（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） 相談室と事務室が離れているうえ、相談室に事務機器がなく事務効率が悪い。

（強化）
相談室内に事務機器（複合機、ICレコーダー）を設置することにより、事務効率が上がり、相談員の就労環境も向上する。また、プロジェクター・スクリーンを購入し、セミ
ナー開催時等に、消費者への貸出を行い、消費者啓発を強化する。

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 3,622          千円 前年度差 105             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,317          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,517          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,939            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,840          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,357            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 ○ 複合機等事務機器を購入し、就労環境を充実させる。

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 ○ 消費生活相談員のスキルアップのための研修参加旅費等の支援を行う。

人

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

人

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 3      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,507            2,507                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法等による消費者被害防止のための啓発 1,198            1,198                講師謝礼、街頭配布協力謝礼、街頭配布用品購入、冊子作成、郵送料

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 食品表示の制度周知及び消費者被害防止のための啓発 1,309            1,309                冊子作成、啓発チラシ配布委託料

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）

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 埼玉県 市町村名 和光市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112291 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） なし

（強化） 食品表示制度の周知チラシの作成、配布

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発チラシ、リーフレットの作成及び庁舎内、各公共施設での配布。消費生活講演会・講座の実施。補助金を活用した街頭配布チラシの作成、啓発グッズ(印鑑マット）購入

（強化） 消費者被害の防止を広く市民に呼びかけるため、特別講演会の開催、啓発資料の街頭配布を実施する。また、啓発冊子を作成し、高齢者世帯に郵送配布する。

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）

（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 7,378          千円 前年度差 -147           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,507          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,525          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,885            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 3,497          千円

平成21年度の消費者行政予算 11,022           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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 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 - 4,203            4,071                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日を全日２人体制にし、勤務時間を１.５時間延長する 2,732            2,732                相談拡充分における、相談員の報酬及び費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発品の作成。 625               625                   啓発品の作成費

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 消費生活相談員が、弁護士に相談する体制をつくる。 396               396                   弁護士謝礼金

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） 相談員の研修参加支援。 160               28                    旅費

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） 消費生活相談室の設備を充実させる。 290               290                   FAX等の備品購入費、防犯ﾌﾞｻﾞｰ及び電話回線の設置工事費

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 埼玉 市町村名 新座市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112305 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） 火・木・金が２人体制。月・水は１人体制

（強化） 現在１人体制の月曜と水曜を２人体制に増員する。また、相談員の勤務時間を全日1.5時間延長する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 振り込め詐欺対策等の啓発品（７，０００部）を作成し、被害の拡大防止に努める。

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） 年３回の研修参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） 複雑かつ専門的な案件に対して、相談員が弁護士に相談し、助言を受ける体制をつくる。

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）

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） 消費者啓発用リーフレットスタンド等の掲示備品の整備（２１年度）。FAX等を他部署と共有で使用している。

（強化） 消費生活相談室専用のFAX、インターネットを設置し、業務の効率化を図る。また、防犯ﾌﾞｻﾞｰを設置し、安全対策に努める。

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 7,013          千円 前年度差 925             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,071          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,088          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,084           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 1,140          千円

平成21年度の消費者行政予算 7,228            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      1,199          時間／年 2,732              

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 相談業務に必要な備品を整備し、業務の効率化を図る。

④その他
相談員を全日２人体制にし、相談業務の充実を図る。また、勤務時間を延長し、PIO-NET
の入力の時間を確保する。

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 国民生活センター及び県内、東京都で行われる研修参加を支援する。

人

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

-      人

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

相談員総数 4      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 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 - 4,187            4,187                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 新規相談員の雇入れ 694               694                   センター設置に伴う相談員の報酬、費用弁償

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 370               370                   消費者被害防止のための啓発品の作成

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） 相談員（２名）、担当職員（３名）の研修参加支援 150               150                   旅費、資料代、研修参加費

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）

2,973            2,973                パーテーション等設置工事、備品購入、センター周知チラシ作成等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 埼玉県 市町村名 桶川市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談室の整備、消費生活センター設置周知

自治体コード 112313 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） 週２日窓口開設

（強化） 週４日窓口開設、新規相談員雇用（１０月～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 消費者被害防止のため、啓発品（ポケットティッシュ等）を作成、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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の自費により参加している

（強化） 相談業務に関係のある研修について、研修等実費を支援

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） なし

（強化） センター設置に伴う相談室の整備、センター周知チラシの作成、配布



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 1,662          千円 前年度差 124             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,187          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 1,538          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,849            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 1,804          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,342            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      330             人時間／年 694                

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 ○ 相談室の整備

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費等実費の支援

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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

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



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 - 4,636            3,646                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談体制充実のため相談日の増設 2,700            1,710                相談日増設に伴う消費生活相談員報酬

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 898               898                   
消費者被害防止のためのリ－フレット購入、啓発用ポケットティ
シュの作成、出前消費生活講座の開催、パンフレットスタンドの
購入

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）
国センや県などの主催研修に参加できるよう旅費等の
支援

74                 74                    相談員研修参加のための旅費、宿泊費、研修資料代

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）

964               964                   
消費生活センター開設に伴う相談室改修工事費、備品購入
費、図書購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 埼玉県 市町村名 久喜市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの開設

自治体コード 112321 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） 相談日週２日開設

（強化） 消費生活相談員体制充実のため相談日の増設（週５日体制）

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） 消費者被害防止のため啓発用リーフレット（8，0００部）等の配布、出前消費生活講座の開催（２回）

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） 消費生活相談員のレベルアップを図るため国民生活センターや埼玉県などが主催する研修に参加できるよう旅費等を支援

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） なし

（強化） 消費生活相談センターを開設するため相談室の設置・改修工事、事務用機器の設置、執務参考図書の購入



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 1,373          千円 前年度差 -19             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,646          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 210               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,392          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,019            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）対象経費 721             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,113            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      834             人時間／年 1,710              

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 ○ 既設の相談室の整備による相談員の処遇改善を図る。

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 ○ 新たに国民生活センター主催研修へ２名、県主催研修へ５名分の旅費等を支援する。

人

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

-      人

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

相談員総数 3      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 112330 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 埼玉県 市町村名 北本市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口の周知事業、参考図書購入 211               211                   センター開設のチラシ作成(約25,000戸）、参考資料（図書類）

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） 消費者行政担当者を消費者研修・講座に派遣する。 69                 54                    担当者を国民生活センター及び県主催の研修・講座へ派遣

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活セミナー及び消費生活展を開催する。 120               90                    消費生活セミナーにおける講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員を増員することにより、相談体制を整備する。 1,718            565                   相談員の報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,118            920                   -



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） 相談窓口の周知については、市の広報紙で実施。

（強化） 相談窓口を拡大し、センターを設置した場合の市民への周知について、広報紙及びチラシにより周知を図る。また、参考図書を購入する

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） なし

（強化） 21年度に引き続き、行政職員を国民生活センター主催の研修に派遣するとともに、相談員を県主催の講座に派遣する。

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） 民間無料派遣講師セミナー(年1回）開催

（強化） 司法書士及び相談員を講師とする(各年2回）のセミナー開催と相談員による消費生活展等における消費者アドバイスを実施。

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） 消費生活相談員１名により、週２日の相談窓口で対応している。

（強化） 相談窓口を週４日へ拡大するとともに、消費者ホットラインの対応による業務の増大を含めて、新たに１０月から相談員を１名増員する。

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 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      250             人時間／年 565                

平成21年度の消費者行政予算 3,797            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,439          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,358          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,169            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 920             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 1,249          千円 前年度差 -109           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 2      人

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

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 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 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 非常勤特別職として、研修・講座参加のための旅費を支給

③就労環境の向上 ○ 参考図書の購入

④その他 ○ 予約制である法律相談枠を週１回、相談員の相談時間として、定常的に確保する。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による多重債務者相談を実施する。 720               720                   報償費

合計 - 3,834            3,834                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を１名増員し、相談体制の充実を図る。 1,943            1,943                報酬・費用弁償・社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のために、出前講座を実施する。 156               156                   報酬・費用弁償

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） 消費生活相談員を研修に参加させ、レベルアップを図る。 199               199                   費用弁償・負担金

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） 消費相談業務を充実させるため、参考資料及び事務用機器を購入する。 816               816                   参考資料（書籍）・事務用機器

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 埼玉県 市町村名 八潮市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112348 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） 消費生活相談員２名で週４日相談業務を実施している。

（強化） 消費生活相談員を１名増員、相談日を週１日追加、また、主任相談員の勤務時間を３０分延長し、相談体制の充実を図る。

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） 年２～３回、消費生活相談員による出前講座を実施している。

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のために、消費生活相談員による出前講座を実施する。（１２回）

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） 国センの宿泊研修や県主催等の研修に、消費生活相談員を参加させている。(3回）

（強化） 消費生活相談員のレベルアップを図るため、研修会に参加させる。（４回増）

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） 平成２１年度活性化補助金により、消費生活相談に係る参考図書を購入する。

（強化） 消費生活相談に係る参考書籍及び事務用機器を購入し、相談業務を充実させる。

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 4,725          千円 前年度差 396             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,834          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 4,329          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,559            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 885             千円

平成21年度の消費者行政予算 5,214            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      670             人時間／年 1,943              

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） なし

（強化） 専門的知識有資格者による多重債務相談の実施



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

③就労環境の向上 ○ 相談業務に係る書籍及び事務用機器を購入し、相談業務を支援する。

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 ○ 相談員のレベルアップを図るため、研修会に参加させる。

人

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

人

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 3      

相談員総数 3      人

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

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 - 2,070            2,070                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止の為、啓発資料の作成、配布 1,841            1,841                消耗品費くらしの豆知識購入、印刷製本費啓発資料の作成

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 専門的知識を有するものを活用し専門的な相談に対応 150               150                   弁護士報酬

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の支援 44                 44                    旅費等

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） 消費生活相談窓口の整備 35                 35                    シュレッター、パソコンデスクの備品購入費

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 埼玉県 市町村名 富士見市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112356 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） なし

（強化） くらしの豆知識（３０００部）の購入・配布及び啓発グッズを作成・配布し、消費者被害の未然防止のための啓発を図る

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） 国民生活センターの研修は相談員３名の内、２名が参加

（強化） 国民生活センターの研修は相談員全員の参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 高い識見を有する弁護士から助言を受け、法律上の知識が必要なものについて適切な処理を行う

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） 消費者啓発用リーフレットのパンフレットスタンド等の掲示備品の整備

（強化） シュレッター、パソコンデスクの事務用機器の設置し、相談業務の効率化を図る。

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 3,693          千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,070          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,693          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,763            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 1,150          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,843            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 ○ シュレッターの設置により業務の能率化

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 ○ 国民生活センター等の研修参加の旅費を支援

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 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談専門の弁護士を配置（１名） 1,500            1,500                弁護士を配置（毎週水曜日、３時間）

合計 - 2,070            2,070                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 278               278                   市民向け研修会の開催、パンフレットの作成・全戸配布

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） 相談員の研修への参加支援（４名） 138               138                   旅費・負担金

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） 消費生活相談室にモノクロプリンタを導入、多重債務相談場所にパーテー
ションを設置

154               154                   モノクロプリンタを設置、多重債務相談場所にパーテーションを設置

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 埼玉県 市町村名 三郷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112372 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） 悪質商法被害防止のための研修会８回分は予算化予定。

（強化） 悪質商法被害防止のための研修会の開催（５回）。市民向けの悪質商法被害防止のためのパンフレットの作成及び全戸（５４，０００戸）配

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） 宿泊研修２泊３日・３名分及び日帰り研修４名・４回分は予算化予定。

（強化） 国民生活センターでの宿泊研修２泊３日・３名分及び国・県・関係機関等での日帰り研修４名・２回分の旅費・負担金を支援。

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） PIO-NET用・直接入力用のパソコン・プリンターは設置済。インターネット使用可能なパソコンは平成２１年度に設置済。

（強化） インターネット使用可能なパソコンに対応するモノクロプリンタの設置。相談場所にパーテーションの設置。

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 4,264          千円 前年度差 -113           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,070          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,377          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,334            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 1,750          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,127            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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 多重債務相談専門の弁護士１名を毎週水曜日、１日３時間配置。



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 ○
効率的な事務を進めるため、相談室にモノクロプリンタを設置し、パソコンからの資料の印
刷が可能な就労環境を作る。

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 ○ 国セン・国・県・関係機関等で開催する研修に参加する際の旅費・負担金を支援。

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 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      

相談員総数 4      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 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 - 5,970            3,469                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施するための人的体制整備を支援するための事業 3,348            1,097                相談員報酬

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 723               586                   対象者別出前講座の開催、消費生活モニターによる寸劇実施のための報償費

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 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため専門的知識を有する者を活用 1,200            1,200                消費生活相談の複雑化、高度化に対応するためアドバイザー弁護士を活用するための委託料

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） 相談員の研修参加支援 182               69                    県や国民生活センター開催の研修に相談員4名が月2回12ヶ月参加するための旅費、研修参加負担金、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） 消費生活相談窓口の強化 517               517                   相談員が必要な機材・事務用機器の備品購入費、執務参考図書購入費、相談室の

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 埼玉県 市町村名 蓮田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

112381 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） 相談窓口を週４日開設

（強化） 消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施するための人的体制整備を支援するための事業として開設時間を午後3時から午後4時30分までの延長と開設日週4日から5日へ増加

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） 県と合同で啓発講座を開催（２回）

（強化） 対象別消費者啓発講座の開催（小中学校１３校、暮らしに関する法律講座４回）と消費生活モニターによる寸劇（４回増、計１０回）の実施

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） 国民生活センターへの研修支援（３名・１回）、県開催の研修には相談員の自費により参加

（強化） 県開催の研修に相談員４名を月2回12ヶ月参加できるよう旅費を支援。また、国民生活センター開催のフォーラムに参加できるよう旅費、研修参加負
担金を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するためアドバイザー弁護士を登用

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） 21年度パソコン、プリンター、プロジェクター、デジタルカメラを購入

（強化） 相談員が必要な機材・事務用機器（ＤＶＤプレイヤー、ビデオカメラ、シュレッダー等）の購入、執務参考図書購入、相談室の改修

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 2,701          千円 前年度差 54               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,469          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,647          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,170            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 1,830          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,477            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      563             人時間／年 1,097              

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 ○ 相談室の改修、事務用機器の購入、執務参考図書の購入

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○
県開催の研修に相談員４名を月2回12ヶ月参加できるよう旅費を支援。また、国民生活セン
ター開催のフォーラムに参加できるよう旅費と研修参加負担金を支援

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 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      

相談員総数 4      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 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）

消費生活相談室備品購入費

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）

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）

74                    消費生活相談室整備 74                 

パンフレット、啓発冊子、啓発チラシの作成費、講座開催謝金等

1,340                

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

48                    旅費・教材費

1,368            1,218                

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 埼玉県 市町村名 坂戸市

事業名 事業の概要

自治体コード

1,506            

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

消費者被害防止のための啓発及びチラシの広報折込

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

年度

64                 相談員等の研修参加支援

事業経費

112399 平成 22

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）

（既存）

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）

（強化）

研修会参加費用を市予算より支出（年３回）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化） 消費生活相談室に鍵付きキャビネットを設置し、相談対応の際、迅速に相談情報を活用できるようにするとともに、個人情報の管理を徹底

事業名

（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

消費生活相談室の鍵付きキャビネットが不足しており、相談カードの管理・活用が十分に行えない。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者等対象に訪問販売等の講座を開催（年11回）

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット等（約４万部）を作成し、講座及び広報での周知啓発を行う。講座開催回数の増加（年15回）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化） 既存の予算に加え、相談員及び行政職員の研修参加旅費及び教材費を支援し、相談対応能力の向上を図る。（年24回）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 人日

人

法人募集型

千円

（既存）

（強化）

2,290          千円前年度差

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

2,475          

千円

千円

-185           うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

年間研修総日数

3,630            

1,340          

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,446          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成22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）
（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

実施形態

平成21年度の消費者行政予算 4,921            

うち基金（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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

研修参加のための旅費を支援○

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成21年度末

相談員総数

人

人

人

4      平成22年度末予定

平成22年度末予定

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

平成22年度末予定

4      消費生活相談員の配置

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

人人 相談員総数 4      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成21年度末

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）

合計 - 421               421                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害を防止するための啓発 255               255                   講演会講師謝金、啓発用ＤＶＤと書籍の購入、啓発用パネルの作成

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）

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）

166               166                   相談窓口周知用のチラシ作成（２回）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 埼玉県 市町村名 幸手市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口の周知

自治体コード 112402 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） パネルを県から借用し公共施設に掲示。謝礼のかからない講師を依頼し、消費生活講演会を開催。

（強化） パネルを作成し、公共施設に掲示。専門的な講師による消費生活講演会の開催。啓発用ＤＶＤの購入。啓発資料（くらしの豆知識）の配布。

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）

⑧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）

（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） 市広報紙に相談窓口の開設を掲載。

（強化） 消費生活相談窓口の開設と相談事例を市民に周知するためにチラシを２回作成して配布する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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 2,519          千円 前年度差 826             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 421             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 1,693          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,940            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 1,236          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,929            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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 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） 専門的知識を有する者の活用 540               540                   弁護士謝金

合計 - 7,510            4,770                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者相談の充実 6,480            3,740                消費者相談経費、消費者行政担当職員の時間外手当

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発講座開催 271               271                   講師謝金及び講座用消耗品等経費

⑭商品テスト強化事業 商品テスト機能の充実 10                 10                    商品テスト案件郵送経費

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） 相談員研修開催 48                 48                    講師謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外での研修支援 61                 61                    旅費

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） 消費生活センター備品の整備 100               100                   センター備品購入経費

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 埼玉県 市町村名 鶴ヶ島市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112411 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） なし

（強化） 相談員の１日の勤務時間の拡大(１時間）及び勤務日数の増加（２名週２日）及び消費者行政担当者の時間外勤務手当を確保し、強化を

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） なし

（強化） 商品テスト機能の充実を図るため、テスト案件への対応を強化

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） 消費者教育の充実及び啓発用講座の開催(出前講座の新設等）

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） 県外研修年１回参加

（強化） 県外研修の参加回数を増加（２回増）

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） なし

（強化） 新たに相談員研修を実施

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） 消費生活相談室を移設及び増設し、パーティション、カウンターを設置するとともに、パソコン等の備品を整備

（強化） 商品トラブルや製品事故等の記録や、啓発講座作成のための記録用として、デジタルカメラを購入し、消費生活センターの機能の拡充を

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 2,761          千円 前年度差 96               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,770          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 195               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,665          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,531            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,036          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,701            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      1,512          人時間／年 3,740              

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） なし

（強化） 専門的知識有資格者による多重債務相談の実施



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

③就労環境の向上

④その他 ○ 社会保険及び雇用保険等の加入

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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 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 - 2,332            631                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談開設日の増設 2,060            490                   消費生活相談員報酬　増設49日分

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 59                 59                    若年者向け啓発講座の開催

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） 消費生活相談員への研修参加支援（県内・県外　３名） 213               82                    研修参加支援(旅費・受講料・宿泊料）

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 埼玉県 市町村名 日高市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112429 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） 消費生活相談を毎週火・水・金曜日、午前10時から12時・午後1時から4時までの時間で行っている。

（強化） 新たに毎週月曜日の相談日を増設し、消費生活センター化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 消費者被害を防止するための啓発資料を購入し、市民へ配布。高齢者向け及び一般向け啓発講座を開催。

（強化） 若年者向け啓発講座を開催する。

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） 県内の研修に関して1人×2回まで旅費及び費用弁償を支出していた所をH21からは基金を利用して県外研修に関しても研修参加支援を行っている。

（強化） 今年度に関しても、基金を利用し、県外研修の参加に対しても、1人×2回まで、旅費・受講料・宿泊代について支援を行う。

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）

（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 1,738          千円 前年度差 119             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 631             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 1,619          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,369            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 1,441          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,060            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      245             人時間／年 490                

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 ○
市単費による県内研修参加支援に加え、基金を利用し、県外研修の参加に対しても、1人
×2回まで、旅費・受講料・宿泊代について支援を行う。

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 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,605            1,605                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談回数の拡大 543               543                   相談員１人増員に伴う報酬及び費用弁償

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 534               534                   啓発回覧板購入、講習会の開催

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） 相談員及び担当職員の研修への参加支援 57                 57                    旅費、研修負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室備品購入 471               471                   相談室備品（机、椅子など）購入、参考図書購入

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 埼玉県 市町村名 吉川市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112437 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） 相談回数週２回(火曜日・木曜日）行っている。

（強化） 相談回数週３回(火曜日・木曜日・金曜日）行う。

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） 担当職員による啓発ビデオ講習会の開催、無料啓発物(県作成）の配布、パネル展示など。

（強化） 専門相談員による悪質商法被害防止講習会の開催、啓発回覧板を購入し、市民への啓発活動を行う。

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） 国民生活センター専門研修に相談員２名のうち、１名参加。

（強化） 国民生活センター専門研修に相談員３名のうちもう２名参加、担当職員１名参加、県が行う研修の相談員及び職員の参加。

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）
相談室にパーティションを設置し、相談者のプライバシーを確保するとともに、相談用パソコン等を整備した。しかし、相談室の備品類が老朽化し、使
いやすさに問題があり、相談業務が効率的に行えない。

（強化）
相談室の環境整備をするため、相談用机・椅子及び相談記録保管用のキャビネットを購入し、相談業務の効率化を図るとともに、個人情報の管理を徹
底する。また、参考図書を購入し、相談窓口の対応力を強化する。

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 1,280          千円 前年度差 87               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,605          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 1,193          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,885            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 1,120          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,313            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      255             人時間／年 543                

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 ○ 相談室の備品や参考図書を購入

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 ○ 国民生活センター及び県開催の研修参加のための旅費を支援

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 2      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

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

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 - 1,610            1,606                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の勤務日数の拡大等 1,534            1,534                勤務日数拡大分の報酬と社会保険料、定数内職員時間外勤務等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の実施 62                 62                    講師謝金、講師旅費

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） 職員研修参加支援 14                 10                    職員研修参加旅費

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 埼玉県 市町村名 ふじみ野市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 112453 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） 相談員の勤務日数は週延べ7日。社会保険なし。消費者行政担当者（定数内職員）の時間外勤務手当なし

（強化） 相談員の勤務日数は週延べ8日。社会保険加入。消費者行政担当者（定数内職員）の時間外勤務手当確保

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） 出前講座を実施ｓ、消費者被害防止の啓発強化を図る。（講座２回分）

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） 職員研修参加旅費　960円×4回＝3,840円

（強化） 上記に加え、１２回分（800円×12回＝9,600円）の研修参加を支援し、職員のレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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 5,961          千円 前年度差 -206           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,606          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 163               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,167          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,567            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 1,907          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,074            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      360             人時間／年 1,535              

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 ○ 社会保険の加入

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 4      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 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 - 1,234            1,234                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口を週1回から週2回実施 506               506                   相談員（非常勤特別職）報酬　費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 若者（高校・大学1年）、高齢者（出前講座にて）対象にリーフレット配布 471               471                   リーフレット購入費

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） 国セン神奈川での研修参加を支援 18                 18                    旅費、負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） パソコンを購入、窓口拡充のお知らせを回覧する。 239               239                   パソコン及び初期費用、窓口拡充広報作成用紙代、参考図書購入

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 埼玉県 市町村名 伊奈町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113018 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） 相談日週1回実施。

（強化） 相談日週2回実施。新規相談員委嘱。

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） 啓発用に「くらしの豆知識」を購入している。

（強化） 若者（高校・大学1年：約３，０００人）、高齢者（老人クラブ出前講座参加者：約２００人）対象にリーフレット配布。

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）

⑧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） 現相談員分の研修旅費、負担金を予算措置している。

（強化） 拡充相談員分の研修旅費（8回分）、負担金を支援する。

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） 相談員専用のパソコンがないため、情報収集・事務処理が非効率的である。

（強化） 必要なときにいつでもパソコンを使用し、相談業務を効率的に実施する。相談日について、住民に回覧するなど周知する。

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 1,068          千円 前年度差 70               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,234          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 998             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,302            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 998               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      253             人時間／年 506                

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 ○ パソコン等を購入し環境整備を図る。

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 ○ 新規委嘱相談員の研修に積極的に参加支援する。　

人

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

人

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      

相談員総数 2      人

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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 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 - 2,440            2,440                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用教材の拡充と消費者教育の推進 2,440            2,440                小冊子を全世帯（１５，０００）に配布並びに教材を購入する。

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）

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 埼玉県 市町村名 三芳町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113247 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） なし。

（強化） 啓発用小冊子を全世帯（約１，５００戸）に配布並びに、教育用DVDを購入し消費者教育を推進する。

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）

（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 1,258          千円 前年度差 -2               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,440          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 1,260          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,698            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 1,972          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,232            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 継続して消費者教育を行うことにより、相談員への負担軽減が期待できる。

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 1      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 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）

合計 - 2,067            1,994                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発強化のための講演会の開催及び啓発リーフレットの全戸配布の実施 819               761                   講演会講師謝金、講師旅費、啓発品の購入、リーフレットの作成費

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） 相談員及び担当職員の県内、県外での研修への参加支援 43                 38                    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） 壁面パネルの改修、事務用機器の設置等相談室の設備整備 1,205            1,195                壁面パネル改修、パソコン、プロジェクター等事務用機器の設置、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）

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 埼玉県 市町村名 越生町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113271 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） なし。

（強化）
西部消費者行政連絡協議会坂戸地区講演会の実施及び啓発品の配布を行い、消費者被害の防止を図る。また講演会ポスターやチラシの中で坂戸地区市町の消費
生活相談窓口の周知を図る。町民に対し、一般向け悪質商法被害防止リーフレットを作成し、全戸配布を行う。

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） 県内の研修には、相談員年3回まで参加。

（強化） 県内の研修は、相談員に加え、一般職員も年1回、国民生活センター開催（県外）の研修には、相談員年3回、一般職員年1回参加できるよう支援。

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） パーテンションの間仕切りによる相談コーナー

（強化） 相談室として独立。通話用ヘッドホンの購入、パソコン、インターネット、プロジェクター機器の整備による相談機能の充実を図る。執務参考図書の購入による相談員のレベルアップと相談内容の充実を図る。

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 347             千円 前年度差 52               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,994          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 295             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,341            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 14               千円

平成21年度の消費者行政予算 309               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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 ○
参考図書の充実を図り、相談員のレベルアップを図る。また相談室の改修や、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの配備等によ
る執務環境の向上を図る。

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 ○
国民生活センター及び県開催の研修参加のための旅費等を支援、また研修の際の手当て（自主財
源）を確保する

人

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

人

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      

相談員総数 2      人

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

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



市町村事業計画様式
整理番号

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 - 690               690                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設に伴う相談員の雇入れ 490               490                   相談員報酬

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）

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） 消費生活相談窓口の開設に伴う備品等の整備 200               200                   パソコン・参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 埼玉県 　整理番号・市町村名 滑川町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113417 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） なし

（強化） 週１回、消費生活相談員を配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 消費生活相談窓口を新たに開設するため、相談用パソコン、参考図書を購入する。

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 7                千円 前年度差 7                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 690             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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 697               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 7                  千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      245             人時間／年 490                

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 ○ 相談用備品を購入し、環境整備を図る。

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 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 -      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



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 - 2,570            1,752                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 行政職員が対応していた相談日について、相談員を配置 2,570            1,752                相談員報償費

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）

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 埼玉県 市町村名 嵐山町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113425 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） 相談員配置　週１日

（強化） 相談体制について、行政職員対応であった相談日に相談員を配置するもの。相談員の配置を週１日から週４日に増やす。

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）

（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 818             千円 前年度差 144             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,752          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 674             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,570            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 674               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      584             人時間／年 1,752              

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 ○ 日額単価を600円増額

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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 4      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 4      人

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

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



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 - 460               460                  -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日の拡大 460               460                  相談員報酬

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）

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 埼玉県 市町村名 小川町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113433 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） 相談日は週1日(月曜日、休日の場合は実施せず)と月1日(第一水曜日)

（強化） 相談日を週2日(月曜日と木曜日、休日の場合は翌日実施)に拡大

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）

（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 1,017          千円 前年度差 50              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 967             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,477            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 230             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,197            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      253             人時間／年 460                

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 1      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 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）

合計 - 147               147                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者への啓発を強化するため、パンフレット等を作成し配布する。 137               137                   パンフレット作成費

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） 関連法令等の書籍の購入 10                 10                    書籍

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 埼玉県 市町村名 吉見町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113476 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） なし

（強化） 高齢者への啓発を強化するため、パンフレット等を作成し（約１０，０００部）配布する。

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） 関連法令等の書籍の購入

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 260             千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 147             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 260             千円

平成22年度の消費者行政予算 407               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 260               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 関連法令等の書籍の購入。

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 消費生活相談員の研修旅費を支給する。

人

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

人

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 1      人

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

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



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 - 63                 53                    -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者を身守る地域の役員等へ啓発 43                 33                    「くらしの豆知識」購入、消費者教育用ＤＶＤ

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） 相談員の研修参加支援 7                  7                      参加費、旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 書籍購入（相談員用） 13                 13                    書籍購入

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 埼玉県 市町村名 ときがわ町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113492 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） なし

（強化） 消費者啓発資料　「くらしの豆知識」購入配布１００部、消費者教育用ＤＶＤ

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） ２２年度　５回分の研修参加を支援する

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） なし

（強化） 相談員用の書籍を整備する。

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 120             千円 前年度差 -10             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 53               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 130             千円

平成22年度の消費者行政予算 173               千円

うち基金（交付金相当分）対象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 815             千円

平成21年度の消費者行政予算 945               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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      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 1      人

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

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



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 - -                  -                      -

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

⑯一元化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）

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 埼玉県 市町村名 長瀞町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113638 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）

（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 73               千円 前年度差 6                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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 67               千円

平成22年度の消費者行政予算 73                 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 67                 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 -      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



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 - 670               670                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の新設 530               530                   消費生活相談員の報酬　５３日分

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）

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） 消費生活相談窓口を開設するため、相談用備品等を整備 140               140                   相談用パソコン、執務参考資料の購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 埼玉県 市町村名 東秩父村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113697 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） 消費生活相談窓口未開設

（強化） 新たに消費生活相談窓口を開設（週１回）

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） なし

（強化） 消費生活相談窓口を開設し（週１回）、相談用パソコン、執務参考資料を整備

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 5                千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 670             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

平成22年度の消費者行政予算 675               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 5                  千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      265             人時間／年 530                

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 ○ 相談用備品を購入し、執務環境を整備する。

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 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 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



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 - 250               250                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発 250               250                   講師謝金、会場借料、広報資料作成費、啓発物品の作成費

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）

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 埼玉県 市町村名 美里町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113816 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） なし

（強化）
消費者被害未然防止のための啓発用品（ポケットティッシュ）作成及び近隣市町と合同講演会の開催（広報資料作成、講師謝金等）により、消費者被
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）

（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）

（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 27               千円 前年度差 -240           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 267             千円

平成22年度の消費者行政予算 277               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 280             千円

平成21年度の消費者行政予算 547               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 1      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 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）

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）

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）

消耗品費、講師謝金、会場借料、広報資料作成費

480                   

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

100                   事務用備品購入費

380               380                   

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 埼玉県 市町村名 神川町

事業名 事業の概要

自治体コード

480               

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

啓発用品購入および講演会（郡市内合同）の開催

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

年度

100               相談体制整備のため、事務用品の購入

事業経費

113832 平成 22

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）

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

専用のロッカーを配置し、関係書類や事務用品を一括管理する。

（強化）

（強化）

事業名

（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費関連文書は書庫に、参考図書は別の場所で保管されている。

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報紙やパンフレットを作成することで被害防止の啓発を実施。

（強化） 上記のほか、町のイベントや会議で啓発用品を随時配布（約５，６００部）、また、地域一体となって講演会を開催し、これまでと違った形で消費者被害防止を訴える。

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 人日

人

法人募集型

千円

（既存）

（強化）

-                千円前年度差

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

156             

千円

千円

-156           うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

年間研修総日数

480               

480             

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 430             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成22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）
（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

実施形態

平成21年度の消費者行政予算 586               

うち基金（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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成21年度末

相談員総数

人

人

人

1      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

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

平成22年度末予定

1      消費生活相談員の配置

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人人 相談員総数 -      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成21年度末

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）

合計 - 1,314            1,314                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談の相談日増加に係る人件費 574               574                   人件費11,250円×５１週

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会の開催、消費者啓発グッズの作成･配布 450               450                   講演会　啓発用ポケットティッシュ

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） 研修教材費 10                 10                    研修教材費（資料代）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 機材・執務用機器の設置、執務参考資料購入 280               280                   パンフレットスタンド・シュレッダー・カラープリンター・教材等購入

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 埼玉県 市町村名 上里町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 113859 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） 消費生活相談　週一日　本庄市との協定週二日

（強化） 消費生活相談　週二日　本庄市・神川町・美里町との協定週二日

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） 本庄市・神川町・美里町と共催で講演会を開催。啓発用にポケットティッシュを作成、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）

⑧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・国開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 県・国開催の研修に相談員が参加できるよう資料代を支援

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） パンフレットスタンド・シュレッダー・カラープリンター購入、消費者六法などの教材購入

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 587             千円 前年度差 8                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,314          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 579             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,901            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 579               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      306             人時間／年 574                

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 ○ 日額11,000円を１１，２５０円とする

②研修参加支援 ○ 研修参加（資料代）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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

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



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 - 1,149            1,149                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日の増に伴う相談員の増員 500               500                   増員した相談員の報酬

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 481               481                   高齢者向けパンフレットを作成し、全戸配布する。（対象13,000戸

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） 相談員の研修への参加支援（２名） 139               139                   旅費・研修参加費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員の就労環境向上 29                 29                    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）

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 埼玉県 市町村名 寄居町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 114081 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） 週１日相談窓口を開設

（強化） 相談日を週１日から２日に増加させる

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） なし

（強化） 新たに高齢者をはじめ全世代に対する悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成、全戸配布（１３，０００戸）

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） 研修には、相談員の自費により参加

（強化） 研修に相談員２名を参加できるよう旅費・参加費を支援（のべ研修参加回数54回）

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） 執務に必要な図書を９冊配置

（強化） 新たに執務に必要な図書配置の拡充により相談員の就労環境の向上

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 490             千円 前年度差 -5               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,149          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 495             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,639            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 431               千円

平成21年度の消費者行政予算 926               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      275             人時間／年 500                

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 ○ 執務に必要な図書配置の拡充による就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・参加費を支援

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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 2      

相談員総数 2      人

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

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



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 - 1,328            1,328                -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談業務を円滑に実施するため、相談日の増設。 248               248                   非常勤職員に対する報酬、費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発に必要なパンフレットの作成及び周知を図る。 914               914                   パンフレット・チラシ等の作成経費、啓発用ラック購入費

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） 相談員が消費者行政に係る研修参加へ支援する。 6                  6                      旅費

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） 相談室の整備を図り、相談業務の機能強化を図る。 160               160                   パソコン購入費、図書費

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 埼玉県 市町村名 宮代町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 114421 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） 相談員の勤務日数(月2回)

（強化） 相談員の勤務日数の拡大(月2回→月4回)

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）
消費者被害未然防止のためパンフレット等を作成し、全戸（約１２，０００戸）配布する。啓発品（ポケットティッシュ）を作成・配布し、消費者被害防止に関する広報を強化
する。
また 啓発用ラ クを購入して役場 駅 ア テナ プ等に設置し 消費者被害防止 強化を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員が研修に参加することを支援する。(年4回)

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） なし

（強化） インターネット接続のパソコンを設置し、相談窓口の強化を図る。

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 374             千円 前年度差 55               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,328          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 319             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,702            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,394          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,713            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      120             人時間／年 248                

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 ○ 相談設備の充実により、就労環境を整備する。

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 ○ 実務能力向上のための研修参加支援をする。

人

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

- 人

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

相談員総数 1      人

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

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



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 - 785               775                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活相談に関する啓発強化 739               739                   啓発用リーフレット・啓発用グッズ

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） 消費生活相談員の研修参加を支援する。（1名） 46                 36                    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 埼玉県 市町村名 白岡町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 114456 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） 消費生活相談に関する啓発の強化拡大のため、啓発リーフレット20,000枚（×2回）、団扇3,000本、ウェットティッシュ3,000個を配布する

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） 消費生活相談員を対象として年１回１万円を上限に、希望する研修への受講料を負担する。

（強化） 消費生活相談員（１名）を対象に、県・国民生活センター等が主催する研修への参加に必要な経費を負担する。

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）

（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 878            千円 前年度差 -1              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 775            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 879            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,653            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 472            千円

平成21年度の消費者行政予算 1,351          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 ○ 消費生活相談員の研修参加時の参加経費支援回数を増加する。

人

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

人

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

相談員総数 1      人

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

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



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 - 678               678                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員による相談日を増加 286               286                   消費生活相談員の報酬・費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民への啓発チラシの作成・配布、セミナーの開催 100               100                   チラシ等の作成・購入費用、セミナー講師の謝礼

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） 消費者行政職員等のレベルアップを図る 21                 21                    研修参加に係る旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談のためのコーナーを設置する 271               271                   コーナー設置に伴う備品購入

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 埼玉県 市町村名 杉戸町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 114642 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） 宮代町と連携し、月4回窓口を開設（町単独では月2回）

（強化） 消費生活相談員による相談日を増やす（週1回）。宮代町との連携を継続する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 消費者が被害にあわないようにチラシ作成し全戸配布、セミナーを開催

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） 消費者行政職員の研修参加に対する旅費を支給

（強化） 消費者行政職員等の研修参加に対する旅費を支給（10回増）

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） 既存の会議室を利用して相談に対応する

（強化） 新たに消費生活相談のためのコーナーを設置する

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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 2,067          千円 前年度差 1,254          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 678             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 813             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,745            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 813               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      156             人時間／年 286                

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 ○ 費用弁償の支給

②研修参加支援 ○ 研修参加に対する旅費の支給

人

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

人

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

相談員総数 1      人

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

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



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 - 398               398                   -

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

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日の拡充（月２日→週１日） 280               280                   相談員報償（日額10,000円×28日）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発冊子の購入・配布(成人式） 118               118                   啓発冊子の購入（４００部）

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）

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 埼玉県 市町村名 松伏町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 114651 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） 相談日数月２日

（強化） 相談日数週１日

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） 啓発冊子を成人式において成人者に配布（４００部）

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）

（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 290             千円 前年度差 20               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 398             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 270             千円

平成22年度の消費者行政予算 688               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,550            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,820            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      140             人時間／年 280                

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 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      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 1      人

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

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