
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）

11,012           

800                  

事業経費

-                      ⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） -                  

1,142            

⑨消費生活相談窓口高度化事業

年度

弁護士謝金

司法書士相談謝金（多重債務相談拡充開催分）、多重債務相談用消耗品費、多重債務相談会（9月）弁護士等助言・謝金

相談員2名の増員に伴う備品の購入等、消費生活センター周知用広告料

262               

180                  

-                      

啓発用パンフレットの購入

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談員・相談従事職員の県内外での研修参加支援

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

新たに相談員を2人配置し、相談員6人体制に拡充

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

16,526           

28,777              

事業の概要

-

消費生活弁護士相談

平成 22都道府県名 富山県 市町村名 富山市 自治体コード 162019

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

富山県主催相談員養成研修参加支援

専門講座開催 286               

35,566           

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） -                      

-                  

64                啓発用資料購入費

-                      

出前講座講師養成研修開催、出前講座拡充、市広報誌による啓発

賃金・共済費

旅費、研修費

-                  

-                  

-                  

4,964            

1,102                

180               

4,964                

64                    

1,130            

-                      

多重債務相談事業の実施（週1回）、多重債務相談会（9月）の開催

-

-                  

対象経費

-                      

10,196              

-                      

参考書籍購入費、消費生活センター周知用広告料、事務用機器の購入、視聴覚機材購入
（DVD、機材購入）

-                      

開催委託料、パンフレット作成費・教材作成購入費等、市広報誌掲載料

講師謝金、会場借上料、会議費、教材費276                  

-                      

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

10,933              

賃金

-                      -                  

262                  

-                  

-                  

⑧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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

消費者ホットラインの運用に伴う相談件数の増加、PIONETの即日入力に対応するために相談員を増員する。（平成22年4月から6人体制へ）。苦情相談における「あっせん」の実施強化に伴い平成22年4月から報酬引き上げ

（強化） 高齢消費者啓発講座講師養成研修の開催、消費生活出前講座の拡充（地域包括社会福祉士、弁護士、相談員）、市広報誌による啓発（年間8回）

（既存）

（強化）

相談員２名体制

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化） 相談員・相談従事職員の県内外での研修参加支援（知識を得る研修だけでなく啓発講座講師研修等参加者発表型研修の増）

（既存）

（強化）
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）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

事業名

消費生活相談における法的な判断や指導について弁護士に仰ぐ（年間12回）（既存）

（既存）

平成17年4月富山市消費生活センター発足（相談員2名体制）、IP電話のため相談ダイアル接続不能

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

行政職員による消費生活出前講座の実施（平成20年度実績　56回）

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）

相談員2名の増員に伴う消耗品・備品の購入、啓発事業用消耗品の購入、消費生活センター周知事業の実施

（既存）

（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）

センター内での新聞スクラップ作成回覧などによる自主研修（国民生活センターや県主催研修への参加が中心）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化） 富山県主催の相談員養成研修への参加支援（年間 1人×50日）

なし

（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）

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

（既存）

（強化） 既存分に加え、年間36回を追加し、年間計48回へ拡充

（強化） 啓発パンフレットの購入

（強化） 専門講座の開催

相談員2名各年1回国民生活センター研修参加

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

1      

自治体参加型

参加者数

50    年間研修総日数

6       10,196            

8,196             

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

6       

6       

実施形態

人

富山市市民生活部市民生活相談課で月１回「富山市サラ金相談」を実施

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

研修参加・受入要望

人

（強化）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
多重債務相談事業を富山市消費生活センターに移管し、月１回から週１回の実施へ拡充する。

（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度末

平成21年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち定数内の相談員 相談員数

千円

千円

-                  

相談員総数平成21年度末

28,777        

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

20,148        

25,400        

-                  

54,177        

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 19,799        千円

人

千円

平成22年度末予定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

-      

6      

-      

千円5,252          

平成21年度末

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

○ 消費生活相談用参考書籍、ブックトラックの購入

平成21年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

-      平成22年度末予定人

○

前年度差

4      

-      

人

人 平成22年度末予定

千円

○

相談員数

賃金月額を145,400円から152,700円へ向上

うち定数外の相談員

千円

平成22年度末予定

4      6      相談員総数

千円39,947        

平成２２年４月より、新たに相談員を２名配置し、相談員６人体制とすることで、相談員の負担軽減を図る。

市主催・県主催・国民生活センター主催等の研修参加に伴う旅費等の支援

①報酬の向上

千円

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）

-合計 - 15,786           4,764                

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会の開催（月1回/相談員同席） 397               397                  富山県弁護士会への委託料

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

専門相談員1名配置に伴う報酬等
既存相談員の時間外手当（1時間/日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
窓口相談業務の円滑な運営サポート
ＰＩＯ－ＮＥＴの即日入力、相談増加への対応

1,423            1,423                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育・啓発 1,417            1,417                講演会開催、啓発パンフレット作成、教育用教材・機材の整備

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費を補助

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に関する中央研修への参加支援（相談従事者） 350               350                  

旅費、報酬等の支弁

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 県の実務的研修への参加支援（相談従事者） 477               477                  

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 相談窓口の周知、機能充実 11,722           700                  周知チラシの作成配布、専門図書の充実、事務用機器の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名

基金（交付金相当
分）対象経費

高岡市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

162027

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化）
経験の浅い相談員・補助スタッフの指導・アドバイスを行う専門相談員を1名配置（3日/週、6H/日）するとともに、相談業務のローテー
ションの円滑な確保を図る。また、既存相談員の時間外勤務（1時間/日）によりＰＩＯ-ＮＥＴ即日入力、相談業務増加への対応を図る。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 簡易な高齢者向けチラシの作成、数十人単位の講座等の開催

（強化）
中央講師による教育啓発講演会の開催(約300名)、出前講座用の高齢者向けパンフレット作成、教育啓発用教材・機材の整備
（DVD、ビデオ及びプレーヤー）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 勤務日における、経費負担の伴わない県開催の研修会への参加

（強化） 高度・専門的な中央研修参加に要する必要経費の負担支援（国民生活センターの研修会等：相談員等従事者5人×2回を予定）

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） なし

（強化） 県の実務的研修への参加支援。　　（勤務日）旅費／（勤務を要しない日）報酬・費用弁償を支弁

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談窓口（本庁舎内）の事務用機器の充実（シュレッダー、カラープリンタ、案内版、パンフレットスタンドの整備）、新規相談窓口の増
設（本庁舎外：平成21年7月開設）

（強化）
相談窓口（本庁舎内/本庁舎外：平成21年7月開設）の周知強化と機能充実
（周知チラシ全戸配布、路面電車万葉線の車内放送によるＰＲ、新刊専門図書の購入、OAラックの整備）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2       1,143          人時間／年 1,423             

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 2      人

年間研修総日数 100   人日

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会の開催（月1回/相談員同席）

⑱消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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ ・中央研修への参加支援（旅費、研修費、教材費を補助）
・県の実務的研修への参加支援（旅費、報酬等の支弁）

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の賃金単価　　Ｈ21　時給1,090円　→　　Ｈ22　時給　1,200円

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 2      人

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

-461           千円

相談員総数 4      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,685        千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,764          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 16,146        千円

平成22年度の消費者行政予算 20,449           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 7,467          千円

平成21年度の消費者行政予算 23,613           千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,981            1,481                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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 897               897                  啓発用機材、ホームページ作成委託、出前講座啓発チラシ

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の相談員養成実務研修への参加 191               191                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口強化 2,893            393                  相談窓口拡充啓発広報、執務参考図書購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162043 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 魚津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県が実施する啓発活動に協力

（強化） 出前講座を10回以上開催し、そのための機材（プロジェクター、スクリーン、パソコン）購入。ホームページの作成、啓発チラシ作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内の研修に参加（旅費支援なし）

（強化） 担当職員の資質向上のための国民生活センター主催の実務研修に参加（旅費支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 相談窓口（周知不充分）

（強化） 相談窓口拡充啓発広報全世帯配布用印刷、執務参考図書購入

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）

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

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

87              千円

相談員総数 1      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,551          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,481          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 2,464          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,032            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 2,012          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,476            千円



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）

執務用参考図書の購入、相談員の配置

担当職員の研修参加旅費支援 旅費＠1,300円×１人×５回（土日・日帰り）

多重債務相談（弁護士からの助言・指導）に係る経費 報償費＠10,000円×１時間×１２ケ月

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 120               120                  

合計 - 3,121            1,827                

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談員の報酬及び社会保険料（H22.11月～）
（緊急雇用創出事業⇒消費者行政活性化基金へ）

654               654                  ・報酬560,000円　　　･社会保険料94,000円

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

・作成費＠33.55円×20,000部×1.05=704,550円
・アップグレード費@50,000円
・報償費＠10,000円×5回=50,000円
・購入費＠15,000円×2本×1.05=31,500円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

・啓発用リーフレットの作成（第２弾）
・ホームページのアップグレード
・消費者啓発活動（ひみ消費者グループ）
・啓発ビデオの購入

837               837                  

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 7                  7                      

⑨消費生活相談窓口高度化事業

･旅費＠1,300円×１人×２０回（土日・日帰り）
･報酬140,000円　･社会保険料23,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
･相談員（臨時職員）の研修参加旅費支援
･研修参加時の報酬及び社会保険料を支援（H22.11月
～）

189               189                  

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 1,314            20                    図書購入費

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162051 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 氷見市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

案内板を設置し、相談員を配置した。窓口専用の備品、事務用機器（パソコン・プリンター・FAX）、参考図書を購入した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参考図書の追加購入

参加していなかった。

県開催の研修には担当職員が参加していた。

消費生活相談等レベルアップ講座への研修参加支援（土日・日帰りの県内旅費を支援）

県が行う啓発事業に協力していた。

「なし」

基金で継続的に相談員を雇用し、増大する市民相談に対応する。（H22.11月～H24.3月まで）
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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）
啓発用リーフレット（第２弾）の作成や消費者向けホームページのアップグレードをする。
ひみ消費者グループによる消費者啓発活動（寸劇等）や啓発用ビデオの購入を行う。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）
･消費生活相談員養成講座への研修参加支援（土日・日帰りの県内旅費を支援）
･研修参加時の報酬及び社会保険料を支援(H22.11月～）

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）



多重債務に関する専門家の相談会は特にしていなかった。

新たに弁護士による多重債務相談を開催（月１回×１時間×１２ケ月）（相談員同席）

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       654                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       620                

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○
･相談員の消費生活相談員養成講座参加旅費（土日・日帰り）を支援＠1,300円×１人×２０日
・市担当職員のレベルアップ講座参加旅費（土日・日帰り）を支援＠1,300円×１人×５日
･研修参加時の報酬及び社会保険料を支援(H22.11月～）　163,000円

③就労環境の向上 ○
相談員を基金で雇用することによって、継続的な雇用（H22.11月～H24.3月）が可能と
なった。（緊急雇用創出事業⇒消費者行政活性化基金）

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

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

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 人

-156           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,680          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,827          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 1,836          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,507            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 2,890          千円

千円平成21年度の消費者行政予算 4,726            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,580            1,124                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
・啓発チラシの作成及びパンフレット等の購入
・「訪問販売お断りシール」の全戸配布

1,034            1,034                教材作成、購入費

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 80                80                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 専門相談員の配置の継続、執務参考図書等の購入 1,466            10                    執務参考資料購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162060 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 滑川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 啓発チラシの作成(町内会班回覧：約1,000部×2回分)

（強化）
・啓発チラシの作成配布（単価26.56円×12,500部＝332千円、チラシ折込料45千円）
・「訪問販売お断りシール」の全戸配布（単価52.5円×12,500部＝657千円）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内の研修に参加。

（強化） センター設置に向け、相談員のレベルアップを図るため、国民生活センターでの研修参加支援を継続する。(旅費40千円×２回＝80千円)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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） センターなし。センター要件を備えた相談窓口とするため、専門相談員を配置するとともに執務参考資料、事務用機器を購入。

（強化） センター設置に向け、更に専門相談員の能力向上を図るため、執務参考資料を購入する。（単価5千円×2冊＝10千円）



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

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修所における年２回の研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

83              千円

相談員総数 1      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,775          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,124          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 1,692          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,899            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 1,492          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,184            千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,511            3,511                

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）

消費生活相談員の報酬、費用弁償、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置 2,625            2,625                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレットの購入 174               174                  パンフレット購入費

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センター研修受講旅費（1名、相模原2泊）

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） 担当職員の研修参加支援 57                57                    

報酬、費用弁償、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 県が実施する相談員養成事業の研修への参加支援 632               632                  

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考図書購入、ホットライン接続工事 23                23                    執務参考資料購入、機材・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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業区分名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162078 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 黒部市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 消費生活相談員を新たに配置し、消費生活にかかる相談業務や啓発活動を行う。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 無料で配布される資料等の設置・配布。

（強化） 有料の物品やパンフレットを窓口や公共施設等に設置・配布し、啓発効果を高める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内で開催される研修会に参加

（強化） 県外で開催される研修に参加（1名、2泊3日）

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） なし

（強化） 県が実施する相談員養成事業の研修への参加支援(報酬、費用弁償、社会保険料）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者六法・特商法等消費者行政に必要な法律関連図書

（強化） より専門の解説書等を購入し、複雑化するトラブルに対応できるようにする。ホットライン接続のための工事を行う。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業区分名 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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       1,659          人時間／年 2,625             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託先職員等の相談員 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 平成22年度末予定 相談員数 1      うち非常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数

人

うち常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

61              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 286             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,511          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 225             千円

平成22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 100             千円

平成21年度の消費者行政予算 325               千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,426            3,426                

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝礼、講師旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,000            1,000                パンフレット作成・配布費、教材・教育機器購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業 市民向け研修会の開催 25                25                    

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修参加支援（１名） 63                63                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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拡充 2,338            2,338                窓口整備に要する経費、事務用機器・参考用図書等購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162086 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 砺波市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 要望があった場合、出前講座を開催している。

（強化） 被害防止のための啓発チラシ等を作成・配布し、教育機材（パソコン・プロジェクター・スクリーン等）を購入し出前講座を強化する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 市民を対象とした食品表示・安全の分野に係る研修会を開催する。（年１回、対象者３０名程度。）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内での研修に自費で参加。

（強化） 職員が研修に参加できるよう、旅費・研修費を支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口を本課に併設した。

（強化） 相談窓口を整備し、相談業務に必要な機器(デジタルカメラ等）等をさらに整備する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 　　　　　該当なし

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

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

人

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

42              千円

相談員総数 1      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 574             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,426          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 532             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,000          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,135          千円

千円平成21年度の消費者行政予算 2,667          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,600            3,600                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
弁護士による専門相談窓口の整備（毎月１回）・専門相談
員養成の実務的研修への参加

745               745                  
弁護士による専門相談業務委託料
旅費

⑱消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）

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレット・DVDなどの整備 2,155            2,155                
啓発用DVD購入費・パンフレット作成費
消費者トラブル情報を記載した回覧板の作成費

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 専門相談員養成などの実務的研修への参加（2名） 400               400                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費相談室の整備・執務用参考図書の整備 300               300                  相談室用机・椅子等の整備、執務参考資料購入費

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162094 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 小矢部市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市広報誌を利用しての啓発

（強化）
庁舎正面ロビーで啓発用DVDを放映・出前講座を開設・啓発用パンフレットを作成（10,000部）
消費者トラブル情報を記載した回覧板を作成し、各自治会に配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内での研修に自費で参加。

（強化） 消費生活専門相談を担える者を養成するための実務的な研修参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談室内には、作業用机が配置されている

（強化） 相談室内に相談用机・椅子などを整備する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

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 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）
弁護士による消費生活相談（毎月１回）を開設（市職員１名同席）
新たに消費生活専門相談を担える者（相談員委嘱予定者）を１名養成するための実務的な研修参加

⑱消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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

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

人

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 1      人

10              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 251             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,600          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 241             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,851            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 4,157          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,398            千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 6,640            3,760                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
多重債務相談窓口の開設（相談員同席）

195               195                  
法律専門家による多重債務相談窓口
(謝金@30,000+会場@2,500)　計6回

⑱消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）

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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発研修・講座等の実施、高齢者の消費者トラブル防止
のための参考図書の配布

3,115            3,115                啓発研修・講座等の実施、啓発パンフレット作成

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修に参加するために必要な旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、職員の研修への参加支援（3回） 200               200                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口整備 3,130            250                  執務参考資料購入、電話録音機・パンフレットスタンド購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162108 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 南砺市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
消費生活講座を開催しているが、生涯学習の講座（南砺市民大学講座）の位置づけとなっており、他の講座と共催している。
広報なんとに「消費者の知恵」と題して消費トラブルの事例などを掲載。

（強化）
民生委員・老人クラブ等を対象にした消費生活に関する講座の開催、高齢者の消費者トラブル防止のための協力団体用の参考図書の購入
（民生委員・包括支援センターなどに配布予定）、全戸配布用啓発パンフの作成（国民生活センターが斡旋している啓発用リーフレットの作成）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内で開催された研修会に参加

（強化） 相談員等の県外（国民生活センター等）研修参加について旅費等を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 担当課、各行政センターに窓口設置済

（強化） 相談に対応できるように執務参考図書・電話録音機等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 法律専門家による多重債務相談窓口は設置していない

（強化） 法律専門家による多重債務相談窓口の設置（相談員同席）

⑱消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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

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

-18             千円

相談員総数 1      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,331          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,760          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 3,349          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,091            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 3,000          千円

千円平成21年度の消費者行政予算 6,349            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,259            3,227                

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）

賃金、労働保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の勤務日の拡充（１名週2→週3） 1,394            443                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,250            1,227                啓発用パンフレット・シールなどの作成、講座用機材充実

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費を補助

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） 担当職員・相談員の研修参加支援（のべ3名） 213               155                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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新設（平成22年度中予定） 1,402            1,402                
事務用機器等の整備、窓口周知用啓発物の作成、執務参考図
書購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162116 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 射水市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活専門相談員の勤務日は週2日。

（強化） 平成22年4月より消費生活専門相談員の勤務日を週3日に拡充。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 簡易な悪質商法被害防止のためのチラシを作成。要望があれば講座を開催。

（強化）
悪質商法被害防止のためのパンフレット、シールなどを作成。教育啓発用DVDなどの購入。講座用の機材(プロジェクター、啓発用パ
ネルなど）の充実。出前講座の強化。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国等主催の研修(2泊3日）に相談員が1回参加できるように旅費及び研修費を支援。

（強化） 国等主催の研修(2泊3日）に相談員及び担当職員がのべ4回程度参加できるように旅費及び研修費を支援を拡充。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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。消費生活相談窓口を本課に併設。

（強化） 相談業務に必要な機器、物品（事務用パソコン、相談用電話、パンフレットスタンドなど）を整備し、センターを開設。



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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       357             人時間／年 443                

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国等開催の研修参加のための旅費及び研修費の支援を拡充。

③就労環境の向上 ○ 録音機能付電話の導入、パソコン、参考図書等の購入。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬を6,300円→8400円に増額。

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

人

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

149             千円

相談員総数 3      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,436          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,227          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 1,287          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,663            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 1,287            千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 50                50                    

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 全戸配布チラシ作成 40                40                    印刷代

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）

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

⑧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）

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） 職務向上参考書籍購入 10                10                    執務参考図書購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

163210 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 舟橋村 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県が行う消費者啓発活動に協力

（強化） 消費者被害未然防止のため啓発用チラシを作成・配布し情報提供

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 職務向上のため参考書籍購入

（強化） 職務向上のため参考書籍追加購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

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

人

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

-                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 16              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 50              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 16              千円

平成22年度の消費者行政予算 66                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 50              千円

平成21年度の消費者行政予算 66                千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 675               675                  

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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 675               675                  高齢者向けのパンフレット・チラシの作成

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）

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

⑧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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

163228 平成 22 年度都道府県名 富山県 市町村名 上市町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県消費生活センターより配信されている情報を町ＨＰに掲載、町内で詐欺等の被害があった時のみ注意喚起のチラシを配布

（強化） 被害にあった時だけでなく、被害にあわないために悪徳商法被害防止のためのパンフレット・チラシを作成（全戸配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

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

-3              千円

相談員総数 1      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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,034          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 1,037          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,709            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 2,505          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,542            千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,493            1,492                -

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、訪問販売お断りｼｰﾙ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ・ﾊｰﾄﾞ
ｹｰｽ、ﾊﾟｿｺﾝ、DVD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
窓口・出前講座での啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、訪問販売お断り
ｼｰﾙの全戸配布、出前講座等用啓発機材の購入

1,393            1,392                

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）

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

⑧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）

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化にかかる施設整備 100               100                  

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）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 163236 平成 22都道府県名 富山県 市町村名 立山町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 地区からの要請があれば、県消費生活センターの出前講座を要望。

（強化） 平成21年10月から相談員が配置され出前講座の開催に際して、啓発を強化するため、出先で啓発に必要な機材の整備を図る

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成21年10月から相談員1名が配置され相談窓口の整備を実施。

（強化） 出前講座でのパンフレット等を配布し啓発を実施するとともに、窓口でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを掲示するためｽﾀﾝﾄﾞ等を整備する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

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

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 相談員による出前講座の実施強化を図る（老人センター・公民館など）

人

うち委託等の相談員 平成21年度末

①報酬の向上

1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

②研修参加支援

人

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

相談員数

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 人

1,691          千円

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      

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,818          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,492          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 1,127          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,310            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 2,000          千円

千円平成21年度の消費者行政予算 3,127            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

富山県 市町村名 入善町 自治体コード

事業名 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

163422 平成 22 年度

対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談への対応強化 150               150                  図書館特設コーナー用書架設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

73                73                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,777            2,777                
啓発パンフレットの作成、消費者講演会講師謝礼・会場設置等
に係る経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,000            3,000                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 図書館特設コーナー用書架：既存なし

（強化） 図書館特設コーナー用書架設置

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） 年4回の市町村担当者研修会(県開催）以外の研修には、職員の自費により参加

（強化） 上記以外の県内研修参加４回分、消費者行政職員講座（国セン）1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） 出前講座（県センター出前講座を斡旋：窓口周知）、ケーブルTVによる啓発

（強化） 啓発パンフレットの作成（振り込め詐欺：全戸配布）（消費者トラブル全般：イベント時）、消費者講演会の実施等、訪問販売お断りシールの作成

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 3,998            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 3,900          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 98              千円

平成22年度の消費者行政予算 3,120            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             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 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

相談員数

④その他

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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 富山県 市町村名 朝日町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 163431 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

高齢者・若者向けパンフレットの作成、啓発活動用紙芝居の
作成、啓発グッズの作成（各自治会に配布）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル被害防止のための啓発 400               400                  

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 - 400               400                  -

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）

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） 県の行う啓発事業に協力

（強化）
悪徳商法等に関する被害防止のための啓発パンフレットの作成配布。啓発用紙芝居を作成し出前講座等を実施。
ケーブルテレビでの啓発活動。悪質商法の手口や相談窓口を記載した回覧板を作成し、各自治会に配布。

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 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）対象経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17              千円

平成22年度の消費者行政予算 417               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17              千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

相談員数

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

③就労環境の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数


