
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）

相談員の研修への参加を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

295                 

都道府県名 和歌山県 市町村名 和歌山市

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要事業名

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

295                     

年度

旅費、研修費

302015 平成 22

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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講演会の積極的な開催
市民に向け悪質商法等への注意を喚起する放送広告を実施

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

1,339                  

1,634              

1,339              啓発資料の作成と購入、テレビ・ラジオ放送広告委託料

1,634                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

国民生活センター主催の研修会（４回）参加支援

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

担当者会議や連絡調整のための旅費

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

講演会等に配布する啓発資料（冊子タイプ１,８００部・パンフレットタイプ３,０００部）を作成

（既存）

（強化）

なし。

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人日

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

実施形態

人

人

年間研修総日数

法人募集型

（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）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（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）対象経費

対象人員数

千円 千円前年度差2,290           

3,924              千円

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

平成22年度の消費者行政予算

千円

-                    千円

追加的総費用

千円

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 4,610              千円

2,439           うち基金（交付金相当分）対象経費

119              

1,634           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,171           

うち基金（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



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

うち定数内職員の相談員

平成21年度末うち委託等の相談員

うち定数外職員の相談員

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 相談員総数

相談員数

2       

具体的内容

人相談員数

2       相談員総数

相談員数相談員数

人

1       

1       

人

人

処遇改善の取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

○

①報酬の向上

相談員の研修（４回）参加を支援

人

人

人

人

相談員数

相談員数

1       

1       

平成22年度末

平成22年度末

平成22年度末

平成22年度末



市町村事業計画書

０．基本データ

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

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 海南市

対象経費

自治体コード 302023 平成 22 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

図書の購入

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） 執務参考図書の購入 30                   30                       

⑧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）

啓発用パンフレットの作成

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パンフレットの作成 58                   58                       

⑯一元化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 - 88                   88                       -

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）

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） 相談室には電話があるのみで、執務参考図書はなし。

（強化） 執務参考図書の整備により、相談窓口の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑧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）

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） 消費者被害を防止するためのパンフレット（３５０部）を作成し、市施設の窓口で配布し、消費者への啓発強化と相談窓口の周知を図る。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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 246                 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 246              千円

平成22年度の消費者行政予算 274                 千円

-60              千円うち基金（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 88                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

186              千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人相談員総数 1       

相談員数

平成22年度末人

人 平成22年度末うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

1       消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

-       人

人

1       

相談員数 -       うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人 平成22年度末

②研修参加支援

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1       

執務参考図書の購入○

人 平成22年度末 相談員数 人

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

④その他



市町村事業計画書

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）

自治体コード市町村名 平成都道府県名 和歌山県 302031橋本市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費事業名

22

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）

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務充実のための執務参考図書購入 30                   30                       

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、研修受講料⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修専門事例講座等の受講支援 38                   38                       

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレット・物品の作成、市民向け消費生活講座 1,687              1,680                  市民向けパンフレット・物品の作成、講師謝金

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

相談業務委託料（専門相談員１名・月２日・３時間／日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 専門相談員による消費生活相談 252                 252                     

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）

2,007              2,000                  -合計 -



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）

⑧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） 担当者会議の旅費

（強化） 国民生活センターが実施する消費生活相談員研修に参加（２名・７日）し、担当職員の能力を高める。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし。

（強化）
①悪質被害や多重債務の未然防止を図るため、高齢者や若者向けの啓発用のパンフレット（27,500部 ）を作成する。うち一部を市内約25,500世
帯に全戸配布するとともに、成人式や各種催し等においても啓発のエリアを広めていく。②市民を対象とした暮らしに役立つ消費生活講座の開
催（8回）③公用車に貼付するマグネットシート(10部)④悪質商法に関する啓発懸垂幕(1部)を作成し、庁舎を活用しての啓発を行う。

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） なし。

（強化） 消費生活専門相談員のＮＰＯ法人による出張相談会（委託・１名・月２回）を平成２２年４月から実施



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       72                人時間／年 252                  

平成21年度の消費者行政予算 2,971              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 2,765           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 206              千円

平成22年度の消費者行政予算 2,070              千円

-136            千円うち基金（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 2,000           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

70                千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人相談員総数 1       

相談員数

平成22年度末人

人 平成22年度末うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

-       消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

-       人

人

1       

相談員数 -       うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人 平成22年度末

②研修参加支援

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

平成２２年４月から消費生活専門相談員１名（委託）を配置○

人 平成22年度末 相談員数 人

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

④その他



市町村事業計画書

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）

自治体コード市町村名 平成都道府県名 和歌山県 302058御坊市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費事業名

22

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）

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

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⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談職員の研修会参加支援 29                   29                       

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 窓口周知及び被害未然防止などの啓発 1,412              1,412                  啓発用物品、パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

1,441              1,441                  -合計 -



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）

⑧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） 担当者会議等出席分旅費

（強化） 相談窓口強化のために積極的に研修会へ参加（1名×４回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国セン等作成の既成の物品を適宜配布

（強化） 悪質商法事例紹介パンフレット及び相談窓口周知のシール作成を全戸配布（各10,000部）、街頭啓発用物品（1,000個）の作成

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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 908                 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 707              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 201              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,584           千円

-58              千円うち基金（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 1,441           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

143              千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人相談員総数 -       

相談員数

平成22年度末人

人 平成22年度末うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数

-       消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

人

人相談員数うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末

②研修参加支援

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 相談員数 人

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

④その他



市町村事業計画書

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）

自治体コード市町村名 平成都道府県名 和歌山県 302066田辺市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費事業名

22

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）

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

参考書籍、ＯＡ機器類購入

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） 相談体制の充実、出前講座の実施 173                 173                     

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）

研修旅費⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修専門事例講座等の受講支援 37                   37                       

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレットの作成 450                 450                     全市民向けリーフレット等の印刷、説明用パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

660                 660                     -合計 -



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） H19年度以前の内容が古く業務に活用できる書籍がなかった。専用の機器もなく、必要な時に借用できないことがあった。

（強化） 消費生活相談窓口を充実させるため、参考書籍や啓発講座に必要なプロジェクター（１機）・モバイルスクリーン（１脚）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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 国民生活センターが実施する相談員研修専門事例講座（１名２日）他に参加し、担当職員の教養を高める。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 被害の未然防止を図るため、啓発用パンフレットを作成し市内約35,000世帯に全戸配布、説明会用ちらし（500部）作成

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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 276                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 276              千円

平成22年度の消費者行政予算 935                 千円

-1                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660              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 275              千円 前年度差



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

うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人 平成22年度末 相談員数

人

人

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

相談員総数平成22年度末

人

-       人

-       人人 平成22年度末

平成22年度末 相談員数

相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画書

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）

⑧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） 相談業務実施環境の整備 423                 423                     事務用機器（パソコン・プリンター等）購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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 302082 平成紀の川市都道府県名 和歌山県 市町村名

合計 - 1,781              1,781                  

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）

1,178                  

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 専門相談員による相談業務の実施 180                 180                     相談員（月２回勤務）の報償＊費用弁償（通勤手当相当分含む）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

パンフレット作成費用（これを全戸配布するための折込手数料含
む）、（出前講座・講演会）講師謝金・旅費、講演会資料作成費、会
場借り上げ料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のためパンフレットによる啓発、出前講座の
実施、消費者関係団体等向けの講演会を開催

1,178              

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

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） 相談窓口充実のため専用事務機器（ノートパソコン１台・レーザープリンター１台・ファックス付電話機１台・パンフレットラック１台）を配置

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし｡

（強化） 平成２２年７月から消費生活相談員１名（月２日・１日３時間勤務）配置による相談業務を委託

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） 新たに啓発用のパンフレットを作成し、全戸（２５,１００部）配布にて啓発を行う。出前講座（３回）を実施。消費者関係団体等向けに講演会（２回）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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 40                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,781           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40                千円

平成22年度の消費者行政予算 1,821           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

平成21年度の消費者行政予算 40                   千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       72                人時間／年 240                  



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 ○ 平成２２年７月から消費生活専門相談員を１名配置（委託）

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

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

人

人 平成22年度末 相談員数 -       人

平成22年度末 相談員数人 -       うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人

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



市町村事業計画書

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談職員の研修参加支援 旅費、研修費及び教材費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

97                   97                       

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

22 年度302091 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 岩出市 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

217                 217                     

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談業務委託料（専門相談員１名・月１日・３時間／日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

120                 120                     

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 専門相談員による消費生活相談を実施

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） 県内外の研修として、相談職員１名が１回参加できるよう旅費を支出。

（強化）
県内外で開催される研修会等に参加するための旅費。（国民生活センター研修・１名・２回）多様化する相談内容に対応できるよう、様々なテー
マの研修を積極的に受講し、相談職員のレベルアップを図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成２２年４月から１名の有資格専門相談員による相談業務を委託する。（月に１日・３時間）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

128              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 284              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 217              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 156              千円

平成22年度の消費者行政予算 501                 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

平成21年度の消費者行政予算 299                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 143              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       36                人時間／年 120                  



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 ○ 平成２２年４月から消費生活専門相談員１名を配置（委託）

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

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

人

人 平成22年度末 相談員数 -       人

平成22年度末 相談員数人 -       うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人

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



市町村事業計画書

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）

⑧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）の研修への参加支援 旅費、研修受講費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

60 60

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

22 年度303411 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 かつらぎ町 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

560                 560                     

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

500 500

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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広報 パンフレット作成費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） 研修会参加（１人×２回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

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）

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

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） 他機関から配布されたパンフ等を配布

（強化） 町民に消費生活啓発パンフレットの全戸配布

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 130              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 560              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 130              千円

平成22年度の消費者行政予算 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

平成21年度の消費者行政予算 1,680 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,550 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



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 平成22年度末 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末 相談員数 人

平成22年度末 相談員数人うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人

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



市町村事業計画書

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

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）

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）

22 年度303437 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 九度山町 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

266                 266                     

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

266                 266                     

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 啓発用冊子を各戸配布し、未然防止に努める 啓発用冊子作成費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

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）

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

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） 悪質商法商法等の防止啓発のための冊子を作成し全戸配布（1,900冊）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

12                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 31                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 266              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 19                千円

平成22年度の消費者行政予算 297                 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

平成21年度の消費者行政予算 19                   千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 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



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

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

人

人 平成22年度末 相談員数 -       人

平成22年度末 相談員数人 -       うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人

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



市町村事業計画書

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談職員の県内での研修への参加支援（２名） 旅費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

5                    5                        

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） 執務参考資料の充実

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

5                    5                        

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）

執務参考図書の購入

22 年度303623 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 広川町 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

60                   60                       

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

50                   50                       

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 消費者啓発講演会の開催 講演会講師への謝金、啓発物資の購入

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） 県開催の研修（２回）に相談職員２名を参加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）

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） 様々な消費生活相談に対応できるよう執務参考図書を購入

（強化） 改正された法律等に対応できるよう執務参考図書を購入

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）

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

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） 消費者啓発のための講演会の開催（１回）、講演会用冊子（２００部）購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-2                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 10                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 60                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 12                   千円

平成22年度の消費者行政予算 70                   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

平成21年度の消費者行政予算 410                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 398                 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



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

人 　　　　　年度末予定 相談員数 -       うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員数 -       

うち非常勤職員の相談員 前年度末 相談員数 -       

人

人 　　　　　年度末予定 相談員数 -       人

２２年度末予定 相談員数人 -       うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員数 -       人

相談員総数 -       人人 ２２年度末予定消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -       



市町村事業計画書

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口充実のための機器設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

150                 150                     

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）

パソコンの購入

22 年度303917 平成

対象経費

自治体コード

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 みなべ町

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

685                 625                     

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

415                 415                     

相談業務委託料（１回あたりの人員・勤務時間はこれまでと同じ。隔
月１回→毎月１回）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

120                 60                       

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 専門相談員による消費者相談窓口の拡大

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 町内各世帯へ啓発シール（訪問販売お断り等）を作成・配付 啓発シール作成

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし。

（強化） 消費者相談窓口へ情報収集用のノートパソコン（１機）を設置

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門相談員１名による相談を隔月１回実施

（強化） 平成２２年４月から専門相談員１名による相談を隔月１回から毎月１回に拡大

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） なし。

（強化） 町内各世帯（約4,800戸）へ啓発シール（訪問販売お断り等）を配付

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 60                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 625              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60                千円

平成22年度の消費者行政予算 685                 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

平成21年度の消費者行政予算 60                   千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1       18                人時間／年 60                   



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

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

人

人 平成22年度末 相談員数 -       人

平成22年度末 相談員数人 -       うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人

相談員総数 1       人人 平成22年度末消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1       



市町村事業計画書

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

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）

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）

22 年度304042 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 和歌山県 市町村名 上富田町 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

1,000              1,000                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,000              1,000                  

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 悪徳商法被害防止のための啓発 啓発パンフレットの作成、講師謝金

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

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）

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

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） 町でオリジナルのパンフレット等は作成していない。

（強化） 若年層向けのパンフレットを作成し、それを活用しながら講師から説明することによる啓発を行う。（２回開催）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（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 1,000           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 251              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,251              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

平成21年度の消費者行政予算 1,251              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000           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



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

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

うち定数外職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       

人

人 平成22年度末 相談員数 -       人

平成22年度末 相談員数人 -       うち定数内職員の相談員 平成21年度末 相談員数 -       人

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


