
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）

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 徳島県 市町村名 鳴門市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 362026 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加を通じ、相談員の資質向上を図る。 204               204                  旅費、研修費用

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費生活についての講演を開催する。 492               492                  講師謝金、旅費、会場費等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット印刷費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレットを作成し、消費者トラブルに関する啓発を行う。 315               315                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 1,011            1,011                合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） 研修参加を通じ、相談業務に必要となる実務的知識及び技法を習得する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 市民を対象とした消費生活に関する講演を開催し、消費者意識の喚起を促す。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活に関するパンフレット配布等の啓発活動を推進し、トラブルの未然防止、拡大防止を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）





３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 1,970            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 1,018          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 952            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,961            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,011          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

998            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,950          

2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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



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

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

研修への参加を通じ、資質向上を図る。

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）

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 徳島県 市町村名 小松島市

備品、センター工事代金、参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センター開設 10,075           9,683                

自治体コード 362034 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加旅費 43                 43                    旅費、参加費用

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、委託料、会場借上料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者協会による消費者展開催、講演会の講師料など 524               524                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 非常勤職員報酬、常勤職員の時間外勤務手当など 1,718            1,718                常勤職員の時間外手当、相談員の賃金と社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 12,360           11,968              合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 週3回(月・水・金）消費生活相談窓口を開設。消費者協会の会員が対応。

（強化） H22.8.1に消費生活センターを開設(月～金）し、専門の相談員を配置し、消費生活相談の機能強化を図る。

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） 相談員に研修参加を促し、レベルアップを図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（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） 消費者相談に対応するため専門の相談員を配置。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者問題の講演会を開催、消費者啓発の展示を行い、消費者への啓発を推し進める。

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） なし。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      1,504          人時間／年 1,718              

平成21年度の消費者行政予算 1,272            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 571             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 701             千円

平成22年度の消費者行政予算 12,360           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,968         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 105               千円

-309           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 392             

-      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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 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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

県外へ数日間相談業務に関する基礎知識の習得を目的に研修会参加費用を援助する。

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）

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 徳島県 市町村名 阿南市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 362042 平成 22

執務参考資料、センターに関する住民への周知にかかる経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター業務についての住民への周知経費等 540               540                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活センター相談員研修等旅費・受講料 126               126                   消費者行政担当者が研修に参加するための旅費、研修費教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、啓発に必要な機材、教材、ちらし等購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した消費者の育成ためのちらし代等 1,225             1,225                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活センター相談員等の配置 5,959             5,841                消費者行政担当者の配置、勤務日数の拡大。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 7,850             7,732                合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 消費者相談窓口　月2日（第2・第4金）13:00～15:00　

（強化） 消費生活センター　開設　月から金の週５日　９:3０から16:30

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） 消費生活センターの開設。

（強化） 執務参考資料の購入、センターに関する住民への周知にかかる経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化） 消費者行政担当者が研修に参加するために必要な旅費、研修費、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

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） 　消費生活センター相談員等の配置に要する費用（報酬、費用弁償、社会保険料）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 自立した消費者の育成・消費者の被害の未然防止のための出前講座用パンフレット等の作成、啓発に必要なプロジェクター等の購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月に2回、1日2時間のみ相談受付

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      4,356          人時間／年 5,841              

平成21年度の消費者行政予算 6,173             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 4,718          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,455          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,506             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,732          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

319             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,774          

4      相談員総数 6      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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 6      人

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

研修等に参加することにより、相談員のレベルアップをはかる。

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）

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 徳島県 市町村名 美馬市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 362077 平成 22

パンフレット等購入費　通信運搬費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センターの機能向上のための執務参考資料、
パンフレット等の購入

500               200                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談業務を円滑に進めるため、新たに採用した消費生活
相談員を研修に参加させる。

850               850                   旅費　教材費　研修費負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 　 　 　 　

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

報償費　パンフレット等購入費　食糧費　委託料　借上料　備品
購入費 費用弁償

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
市内の消費者啓発のため、教材、パンフレットを購入し、
旧町村で１回づつの移動講座を開催するとともに、市内
全戸への啓発パンフレットの配布を行う。

1,970            1,970                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 月～金まで週5日間、9：30～１５：３０まで受付 3,409            3,400                報酬　共済費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 6,729            6,420                合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○○セルの挿入・削除は行わないでください。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費者相談専門窓口なし。職員が対応。

（強化） 啓発業務、相談業務の開始。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化） 啓発業務、相談業務に必要な知識の習得。

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）

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） 相談員を配置し、週５日の相談受付を開始する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市イベントでのパンフレットの配布、啓発資料の全戸配布、旧町村を単位とする出前講座の実施。

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） なし

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,746          人時間／年 3,409              

平成21年度の消費者行政予算 8,517            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,811          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,706          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,205            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,420          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

-921           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 785             

-      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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 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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

消費生活相談員養成講座、県等において開催される研修への参加支援。

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）

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 徳島県 市町村名 勝浦町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 36301 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

資料作成に係る経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 チラシ・パンフレット等を作成し、消費者へ情報提供 491               491                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 491               491                   合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） 消費者へ多くの情報等を提供し、消費者教育・啓発に努める

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 150               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 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50              千円

平成22年度の消費者行政予算 511               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 491             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-30             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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 徳島県 市町村名 佐那河内村

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 363219 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、講師旅費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育啓発のための講演会の開催 30                 30                     

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 30                 30                     合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者協会会員を中心に呼びかけての講演会の開催　（２０人前後の規模）

（強化） 村民全体に周知して講演会を開催し、消費者教育の活性化を図る　（５０人以上の参加を目標とする）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 175               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 30               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 145             千円

平成22年度の消費者行政予算 70                 千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 30               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-105           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40               

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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 徳島県 市町村名 神山町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 363421 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット作成３，０００部×６３円＝１８９，０００円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法被害を防止するための啓発強化 189               189                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 189               189                   合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 悪徳商法被害を防止するための啓発強化

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 459               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 435             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 24               千円

平成22年度の消費者行政予算 200               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 189             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

-13             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11               

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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 徳島県 市町村名 美波町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 363871 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 828               754                   合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 2ヶ月に1回行っていた社会福祉協議会の無料法律相談の回数を増やす 828               754                   弁護士の報酬と旅費、無料相談のチラシ等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） ２ヶ月に１回行われていた社会福祉協議会の無料法律相談を毎月行う。

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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 177               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 90               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 87               千円

平成22年度の消費者行政予算 828               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 754             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

-13             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 74               

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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 徳島県 市町村名 松茂町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 364011 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット作成費用

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者等への悪徳商法被害の防止を中心とした啓発事業の強化。 447               435                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 447               435                  合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） 広報等で消費者相談窓口の周知を行っていた。

（強化） 相談窓口の広報だけでなく、悪徳商法被害の防止パンフレットを作成し町民へ配布することにより、事前に被害を防止することに重点を置く。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 679               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 531            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 148            千円

平成22年度の消費者行政予算 633               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 435            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

50              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 198            

24    相談員総数 24    人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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 24    人 平成22年度末予定 相談員数 24    人



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

県の相談員を数回招いて、相談方法等の実務を学び相談内容の充実、レベルアップを図る。

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）

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 徳島県 市町村名 北島町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 364029 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、会場借料、広報資料・コンテンツ作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 トラブル専門家による講演及び啓発冊子作成による教育啓発 250               250                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 250               250                  合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） 地域住民の教育・啓発活動を強化し、住民の意識向上に努め将来的には消費者相談窓口の開設を考えたい。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 120               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             千円

平成22年度の消費者行政予算 370               千円

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

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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 徳島県 市町村名 板野町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 364045 平成 22

需用費（印刷製本費）、役務費、使用料及び貸借料、備品購入
費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
住民を対象とした消費者生活相談窓口の機能強化を図
る。

357               22                     

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談対応の充実を図るため、国や県で実施する消費者
相談に関する研修に担当職員（相談員）を参加させるな
ど、担当職員のレベルアップを図る。

178               177                   旅費、負担金及び交付金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

報奨金、需用費（消耗品費、食糧費）、使用料及び貸借料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

消費者被害に遭わないために地域住民が集まる機会を
捉え、消費者生活に関する研修会等を開催する。
高齢者の悪徳商法被害の防止を中心とした消費者への
啓発事業を強化する。

1,747             1,744                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口に相談員２名を配置する。 2,004             2,004                賃金

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 4,286             3,947                合計 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

○



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費者生活相談窓口として、住民を対象とした生活相談を開始する。住民を対象とした消費者生活相談窓口の機能強化を図る。

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） なし。

（強化）
相談対応の充実を図るため、国や県で実施する消費者相談に関する研修に担当職員（相談員）を参加させるなど、担当職員のレベル
アップを図る。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 消費生活相談窓口に相談員２名を配置する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし。

（強化）
消費者被害に遭わないために地域住民が集まる機会を捉え、消費者生活に関する研修会等を開催する。
高齢者の悪徳商法被害の防止を中心とした消費者への啓発事業を強化する。

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） なし

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,160          人時間／年 2,004              

平成21年度の消費者行政予算 8,098          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 8,095          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                千円

平成22年度の消費者行政予算 4,286          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,947          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

336             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 339             

2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

担当職員（相談員）の研修参加の旅費を支援する。

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）

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 徳島県 市町村名 東みよし町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 364894 平成 22

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

講演委託料 １，０００，０００円　講演会折込ポスター印刷費 １２０，０００
円
講演会及び講座会議費50，000円
啓発用グッズ購入費　５０，０００円　　パンフレット印刷費　４０，０００円
事務費　１０，０００円　　　役務費　１０，０００円

東みよし町内や広域住民を対象に啓発講演会を開催。
一般町民を対象に出前講座を実施(３～4回）
町内公共施設等に啓発用パンフを配布(役場・病院・郵
便局等）

1,300          1,250           

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 1,300          1,250           -

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）
（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし。

（強化）
東みよし町内や広域消費者を対象に啓発講演会と町内消費者を対象に啓発出前講座を３～４ヶ所で実施し消費者被害の啓発と防止に
繋げる。また、啓発用パンフやリーフレット等を町内の要所に配布し啓発に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 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）対象経費 485             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 22              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,300            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,250          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

793             千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50              

-      相談員総数 -    人人 平成22年度末予定

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

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

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上


