
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）

旅費、研修費

広報媒体等によるセンター窓口啓発経費、執務参考図書購入
代、センター窓口周知用物品の作成配布経費

講師謝金、講師招聘旅費

年度23平成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

相談員の研修参加支援 1,000             1,000                

相談員等レベルアップ研修の開催 200               200                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

231002

事業経費

愛知県 市町村名 名古屋市

事業名 事業の概要

都道府県名 自治体コード

5,700             5,700                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

センター窓口周知のための啓発、参考図書の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

15,500               -

講演会の開催経費(開催委託料・講師謝金・会場使用料)

出張講座講師謝金、啓発パンフレット作成費、高齢者の周囲の
方々への見守り情報の作成・配布経費、若者向け啓発資料の
作成費、大学に委託して行う若者向け啓発の実施、子育て世
代向け講座の際の託児委託経費、くらしの情報プラザ閲覧図書
購入代、プラザ展示パネル作成費、教材作成用機器等購入費

食育・製品安全に関する消費者啓発講演会の開催 1,000             1,000                

7,600             7,600                消費者被害防止のための啓発

-15,500           

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（強化）
（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）
（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）

（既存）

（既存）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
（既存）

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）

・センターウェブサイト、センター機関誌での窓口周知
・各相談コーナーを防音効果のある間仕切り壁で囲いかつ分離することにより事務所レイアウトを変更する。三者通話のできる多機能電話を購入して
多様化する相談に対応。道路案内板を設置。執務参考図書の購入。ヘッドセット、パソコン、プロジェクタ等事務用機器の設置、センター周知用グッズ
の作成等。

・センター周知用グッズ（マグネットバー、ステッカー）を作成・配布。・地下鉄等公共交通機関を活用した窓口周知。　・執務参考図書の購入

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

（既存）
（強化）

（既存）
（強化）
（既存）
（強化）

・拡充分21回、旅費・研修費を支援（消費者行政に携わる相談員、職員、消費生活指導員、情報アドバイザー）

・相談員会議を年１０回開催し、職員間で研修

（強化）

（強化）

（既存） ・国民生活センター等研修に参加、相談員年１０回、職員年２回

（強化）

・相談員会議終了後に弁護士等専門家を６人招聘して研修を実施

（既存）

（既存）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

・くらしの情報プラザの運営
・高齢者の消費者被害防止に向け、高齢者の見守り者向け出張講座を開催（地域包括支援センター４回と民生委員研修会２０回）

（強化）

・くらしの情報プラザの閲覧用図書、パネル等展示の充実、教材・イベントの充実のため教材作成用機器等の購入、子育て世代向け講座の際の託児
委託。
・高齢者福祉関連機関との連携強化のため地域包括支援センター、社会福祉協議会等のネットワークを活用した出張講座を既存事業分以外に66回
開催
・高齢者の見守り者向けパンフレット等の作成・配布
・若者向け啓発資料の作成
・若者向けの消費者啓発について大学に委託(50万円×4校程度)し、学生自身に効果的な啓発手法について提案・実施してもらい、その結果を活用
する。(例：若者の消費者意識調査を実施し、結果を消費生活フェアで発表、中学・高校生向けの啓発パンフ、テキスト等の作成)

（既存） ・食育の消費者啓発のための実習講座を開催

（強化） ・新たに食品表示・安全に係る啓発講演会を開催(平成21年度からの継続事業)

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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（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

年間研修総日数

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人

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

実施形態

自治体参加型

人日

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

追加的総費用

千円143,039         

-                   

平成22年度の消費者行政予算

対象人員数計

平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 19,968        千円

千円

平成23年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 123,071       千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

135,264       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,500        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

125,624         千円

-3,307        119,764       千円 前年度差20年度差 -5,860        



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 ○

市外研修　20年度相談員10名→23年度20名　市内研修を勤務内で実施随時

執務参考図書の購入

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人平成22年度末うち委託等の相談員 相談員数

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数 18    

相談員数

平成22年度末 相談員総数 18    人 人相談員総数 18    平成23年度末予定

人

消費生活相談員の配置

人

平成23年度末予定 相談員数 18    人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

平成22年度末

人平成22年度末 平成23年度末予定

人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

23 年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 愛知県 市町村名 瀬戸市 自治体コード 232041 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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） 相談員の参考図書の購入 13                 9                       参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

97                 52                     

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） 相談員の県外研修に２名参加できるよう支援する

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者被害未然防止のための広報・啓発を強化する 2,942             2,942                啓発チラシ作成・配布経費

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

3,052             3,003                

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） 少額の参考図書を購入。

（強化） 法改正による参考図書の整備を充実する。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外研修は１名のみ参加可能。

（強化） 県外研修に２名参加できるよう１名分の研修費用を新たに支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）
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） 広報に月１回程度啓発記事を掲載する。

（強化）
高齢者を狙った悪質商法の被害を未然に防ぐため、地域包括支援センターで開催される予防教室で冊子を1000部配布予定する。
消費者への啓発事業として悪質商法等のリーフレット（保存版）を広報誌に折り込み、全戸配布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 2,367             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,587             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,587          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,556             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,003          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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,553          千円 20年度差 186             千円 前年度差 -34             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22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターで実施する研修に全員が参加できるよう支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 春日井市 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 232068 平成 23

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） 消費生活相談員等の研修参加支援 56                 56                     旅費

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、ＤＶＤソフト・暮らしの豆知識購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座講師謝礼、啓発用ＤＶＤソフトの購入、暮ら
しの豆知識購入

235               195                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 増加する相談に対応するために相談員を増員する 3,459             960                   相談員報償費

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）

合計 - 3,750             1,211                -

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） 相談員の研修参加は、県で毎年開催する相談員全体研修会等の定例的なものに限られていた。

（強化） 相談員等のレベルアップのため、県が基金事業により新たに開催する研修等(消費生活相談員レベルアップ研修等)の参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強 ）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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） 予算額4万円（4回）の範囲内において、老人会や町内会から依頼のあった会場において消費生活講座を実施した。

（強化） 老人会や町内会から依頼のあった会場において、消費生活相談員による新たな消費生活講座を9回行うとともに、くらしの豆知識を窓口で配布する。
またDVDソフトを購入する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月曜から金曜の週5日、1名の相談員が、午前10時～正午、午後1時～午後3時に消費生活相談を行っている。

（強化）
月曜から金曜の週5日の内、月曜と金曜の2日のみ相談員を１名増員して2名体制とし、午前10時～正午、午後1時～午後3時に消費生活相談を行う。
火曜、水曜、木曜は従来どおり。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      576             

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-      

対象人員数計 追加的総費用

2      960                

平成20年度の消費者行政予算 3,299             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,770             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,595          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 3,175          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,440             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,211          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）対象の賃料、人件費等 960               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,229          千円 20年度差 -70             千円 前年度差 54              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22年度末 相談員総数 5      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

6      人

相談員数

相談員数 5      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 6      人

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22年度末

②研修参加支援 ○
県が基金事業により新たに開催する研修等(消費生活相談員レベルアップ研修等)
の参加を支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 小牧市 自治体コード 232190 平成

対象経費

23 年度

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

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

65 65

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） 増員した相談員の研修への参加支援（１名）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,860 3,860

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

賃金、交通費相当額

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 新規事業に伴う相談員の増員

3,925             3,925                

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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センターや愛知県の開催する研修会に出席。

（強化）
相談内容の充実を図るため、消費者相談に関する研修に増員した相談員を参加させレベルアップを図る(消費生活相談員の県外研修１
回分と消費生活県内研修５回程度)。

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）

（既存）
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） 月曜日から木曜日は1名体制、金曜日は2名体制で実施。

（強化）
月曜日から木曜日は2名体制、金曜日は、3名体制で対応する。また、消費生活相談員の業務である講座の講師として市民の啓発に努
める

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      1,430

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

2      

対象人員数計 追加的総費用

3      3,860             

平成20年度の消費者行政予算 10,425           千円

平成22年度の消費者行政予算 9,700             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,316             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,384          千円

平成23年度の消費者行政予算 8,831             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,925          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）対象の賃料、人件費等 3,860             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,906          千円 20年度差 -5,519        千円 前年度差 -2,478        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22年度末 相談員総数 3      人
平成23年度末予

定
相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 近隣市町との賃金の差の解消及び時間外手当の支給を要望

うち委託等の相談員 平成22年度末

②研修参加支援 ○ 増員した相談員にも研修参加させレベルアップを図る。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 尾張旭市 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 223262 平成 23

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）

執務参考資料・事務用機器の設置・窓口の周知に係る経費

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） 相談窓口の強化のための参考図書・機器等の整備 216               216                   

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） 新規相談員及び担当職員の研修参加支援 185               154                   旅費と研修費

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

広報資料作成・購入費・講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
悪質商法被害防止のための啓発資料と広報の記事をま
とめた冊子作成、小学校区ごとへの出張講座

1,260             1,260                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談日増設と新規相談員雇用 768               768                   謝礼

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝礼

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）
多重債務等の専門家を招き、庁内関係各課職員の勉強
会を開催

38                 38                     

合計 - 2,467             2,436                -

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） 執務参考資料やパンフレットスタンドを購入し、相談室の強化に努めている。

（強化） 執務参考資料の購入は継続し、相談室周知のための立看板作成、資料収納のためのキャビネット購入をして、相談窓口の強化に努める。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 既存の相談員は年に1回、国民生活センターで開催される相談員研修に参加している。

（強化） 新規相談員と消費者行政担当職員が相談業務についての知識を高めるため、国民生活センターでの研修に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（ 存）
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） 毎年1回ほど、相談員が市民を対象に啓発講座を行っている。

（強化）
悪質商法防止の記事が入ったパンフレットやクリアファイル、広報隔月号に掲載している啓発記事「くらしのアドバイス」の過去3年間分を
まとめた冊子を作成する。それらを配布することで、消費者への教育啓発及び市の消費生活相談窓口の周知啓発を行う。また、小学校
区単位で相談員による出張講座を開催し、校区内の市民に周知啓発を図る。

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） 相談員2名で週3日消費生活相談を開設している。

（強化） 相談日を週3日(H22年度は週4日)から週5日に増やし、相談員を1名増やすことで、相談者がいつでも相談できる環境整備とともに相談員の育成を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし。
（強化） 消費者行政（多重債務等）庁内関係各課連絡会議の設立に向けて、多重債務等の専門家を招き、関係各課の職員を対象に勉強会を開催する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      540             

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-      

対象人員数計 追加的総費用

2      768                

平成20年度の消費者行政予算 3,342             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,110             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 624             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 2,486          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,057             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,436          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 768               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,621          千円 20年度差 -721           千円 前年度差 135             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22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数

相談員数 2      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 3      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 新規相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 引き続き、相談員が要望する参考書籍の購入に努める。



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 豊明市 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 232297 平成 23

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）

パソコン・プリンタ・整理棚・マイクセット購入代及び消費生活相
談窓口周知用啓発物品作成経費。

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）
消費生活相談業務に必要な事務用機器の購入、消費生
活相談窓口周知

773               773                   

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） 担当者・相談員の県内・県外研修の参加支援 69                 62                     旅費・研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

窓口用及び全世帯向けパンフレット作成・配布経費。出前講座
（６回）の講師謝礼

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配布及び出
前講座の開催

1,084             1,064                

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 - 1,926             1,899                -

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） 月２回消費生活相談を開催しているが、相談時等の機器は未整備である(参考図書のみ購入)。

（強化）
相談員の情報収集及び相談員への情報提供を迅速に行うとともに、相談室整備のために必要な備品を購入する。また、消費生活出前講座時や会議
等の開催に必要な備品を購入する。さらに、消費生活相談窓口周知のための啓発物品を作成し、イベント等の際に配布する。

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）

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） 県内外で実施する研修会にのべ３日、職員及び消費生活相談員を参加させた。

（強化） 県内外で実施する研修会への参加を増やす（担当職員、相談員を延べ８日分増）。

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座を年２回開催。

（強化） 既存分の講座以外に高齢者向けの出前講座を６回開催。また、窓口及び各戸配布用に啓発用パンフレット等を作成する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 383               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,208             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 357             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,260             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,899          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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 361             千円 20年度差 -22             千円 前年度差 4                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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 延べ５日間、県内外の研修会参加への支援をする。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 日進市 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 232301 平成 23

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） 相談員研修参加旅費 7                   7                       相談員研修旅費

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

チラシ作成・配布経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害未然防止のための教育・啓発チラシ作成・配
布

552               552                   

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 - 559               559                   -

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） 県が主催する消費生活相談員等全体研修会等に参加。

（強化） 既存の研修以外に国民生活センター、中部産業経済局、県などが開催する相談員のレベルアップのための研修に参加し、多様化する相談に対応する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）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） 県が発行した教育・啓発用広報誌を窓口配布及び全戸回覧した。

（強化） 消費者被害の未然防止のため、消費者教育・啓発チラシを作成(市の相談窓口入り)、全戸配布する。また、合わせて市の相談窓口の周知を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 2,023             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,504             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,138          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 1,366          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,116             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 559             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,557          千円 20年度差 -466           千円 前年度差 191             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22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数

相談員数 3      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 3      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップを図るための研修参加の旅費を支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 清須市 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 232335 平成 23

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）

参考図書購入費　チラシ作成費・配布経費（第１回）

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）
参考図書購入し、相談員の相談環境を整える。相談窓口
周知の啓発を行う。

10                 10                     

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） 相談員の専門知識向上のための研修参加支援 85                 85                     研修受講費・旅費・宿泊費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

チラシ作成費・配布経費（第２回）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 相談窓口の周知と消費者被害防止のための啓発 642               642                   

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 - 737               737                   -

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） 相談員の執務用参考図書(月刊誌)を購入し相談機能の強化を図とともに事務用備品を購入し、相談時の環境を整える。

（強化） 相談員の執務用参考図書を購入し、相談機能の強化を図る。また、チラシを作成し、相談日及び窓口の周知を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修旅費の支給（県主催のものに限る）

（強化） 研修受講費・旅費・宿泊費等の支給（国民生活センターでの研修　２名２日分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）（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） 広報にて相談日の周知

（強化） 広報に加え、チラシを作成し全戸配布で相談日の周知を行い、教育・啓発を兼ねたものを作成する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 476               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,063             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 497             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 566             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,309             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 737             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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 572             千円 20年度差 96              千円 前年度差 6                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

6      人

相談員数

相談員数 6      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 6      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター実施の研修受講費・旅費・宿泊費を支給する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 北名古屋市 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 232343 平成 23

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）

執務参考図書購入経費
啓発グッズ(啓発用語入クリヤーホルダー）作成経費

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）
相談窓口強化のため執務参考図書購入、窓口に関する
市民への周知のためのグッズの作成･配布

209               199                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センターが行う研修へ参加 455               438                   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）

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）

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）

合計 - 664               637                   -

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） 多様なトラブルに対応するための図書の購入と図書整理用ファイルワゴンを整えた。

（強化）
複雑化する消費生活相談の強化を図るための資料となる図書を購入する。消費生活相談窓口の周知を図るため、相談窓口を記載したクリヤーホル
ダーを作成し市内のイベント開催時に配布する。

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）

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） 県が開催する研修会に参加していた。

（強化） 専門知識及び相談処理技法の習得をし更なるレベルアップを図るため、国民生活センターが行う研修会に２名の消費生活相談員を参加させる。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 396               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,525             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,165          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 360             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,077             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 637             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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 440             千円 20年度差 44              千円 前年度差 80              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22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

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22年度末

②研修参加支援 ○
国民生活センター等が行う研修会に参加し、迅速に解決するために必要な専門
知識を習得する。

③就労環境の向上 ○ 適切に対応するため参考図書（資料）を整え、相談に応じる。

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 東郷町 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 233021 平成 23

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）

執務参考資料、ブックカート（書棚）の購入、窓口周知グッズ購入

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） 消費生活相談用参考資料、事務用機器の拡充、窓口周知 168               168                   

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 30                 30                     相談員研修参加旅費、参加費、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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者問題啓発のための講演会開催経費（開催委託料(講師謝礼金、
旅費等)、看板作成、講演チラシ作成、入場券作成）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者問題の講演会開催 922               922                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 480               480                   相談員謝礼

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 - 1,600             1,600                -

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） 執務参考資料購入

（強化） 執務参考資料、事務用機器購入、相談窓口周知グッズ購入（マグネットバー）

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） 県等開催の研修に相談員を参加できるよう旅費、研修費を支給

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）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） 消費者問題啓発のための講演会開催

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 窓口開設日の増設　開設日に１名相談員を配置する（相談日　月４回　午前9時から正午・午後１時から午後４時）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      288             

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-      

対象人員数計 追加的総費用

2      480                

平成20年度の消費者行政予算 177               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,764             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,630          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 134             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,734             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          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）対象の賃料、人件費等 480               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 134             千円 20年度差 -43             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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 -      人

2      人

相談員数 -      

相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 2      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 県等開催の研修に相談員を参加できるよう旅費、研修費を支援

③就労環境の向上 ○ 参考図書の購入

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 長久手町 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 233048 平成 23

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）

書籍購入費、事務用機器購入費

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） 参考書籍、事務用機器の購入による相談窓口の設備充実 40                 40                     

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内及び県外での研修参加に対する支援（1名） 56                 56                     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

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

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、配布経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法対策啓発パンフレットの全戸配布 255               255                   

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 - 351               351                   -

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） 参考書籍及び本棚、ICレコーダー、シュレッダー等の事務用機器を購入。

（強化） 参考書籍及び事務用機器を購入する。

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）

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） 県内の研修へは自費参加、県外の研修へは不参加。

（強化） 県等が開催する県内で行われる研修及び国民生活センターが開催する県外で行われる研修の参加に係る旅費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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） 未実施。

（強化） 悪質商法対策啓発パンフレットを広報紙と合わせて全戸配布し、注意喚起する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 983               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,010             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 96              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 914             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,260             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 351             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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 909             千円 20年度差 -74             千円 前年度差 -5              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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 県内・県外で実施される研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上 ○ 参考書籍・事務用機器の購入

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 豊山町 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 233421 平成 23

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

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

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 相談員の設置 72                 72                     相談員謝礼

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 - 72                 72                     -

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）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） なし

（強化） 窓口の新設にあたり、相談員１名を配置する。（相談日　月１回、午後１時から午後３時）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      24              

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

1      72                  

平成20年度の消費者行政予算 1,202             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,236             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,236          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,308             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 72              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）対象の賃料、人件費等 72                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,236          千円 20年度差 34              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22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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22年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 4月より消費生活専門相談員を１名配置



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 愛知県 市町村名 一宮市 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 232033 平成 23

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） 相談員・行政職員の国ｾﾝでの宿泊研修への参加支援 220               220                   旅費、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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

暮らしっく印刷・配布経費、くらしの豆知識購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 「暮らしっく」の全戸配布、新成人に「くらしの豆知識」配布 1,750             1,750                

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）

弁護士謝礼

合計 - 2,222             2,222                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談を月1回開催 252               252                   



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） 近隣の1日研修に相談員2名分の旅費を支援

（強化） 既存部分以外に国ｾﾝの宿泊研修に相談員2名を2回参加するよう支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）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）
「あいち暮らしっく」特集号を全戸配布し、消費者被害の未然防止についての啓発と相談窓口の周知を行うとともに、新成人に「くらしの豆知識」を配布
(３1００冊)し消費生活全般に関する啓発と市の相談窓口の周知を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する弁護士の助言、指導による相談会を月1回開催し、相談員のスキルを向上させる。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 6,066             千円

平成22年度の消費者行政予算 9,983             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,199          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,784          千円

平成23年度の消費者行政予算 9,988             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,222          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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,766          千円 20年度差 1,700          千円 前年度差 -18             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22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 年間４回国民生活センター等での宿泊研修に参加

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 犬山市 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 232157 平成 23

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）

機材・事務用機器、執務参考資料の購入費

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） 消費生活相談の機能強化 70                 70                     

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等のレベルアップ研修への参加 199               199                   旅費、研修受講料

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

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

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 消費者トラブル被害防止のための啓発 350               350                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設日数の拡大及び報償金の増額 320               320                   相談日数拡大分及び増額分の消費生活相談員報償金

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）

合計 - 939               939                   -

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）

機材・事務用機器としてパンフレットスタンド、置時計の設置なし(昨年度は、機材・事務用機器として書類保管庫の設置、窓口の拡充に関する住民へ
の周知用品購入・配布、昨年に引き続き執務参考資料購入)

（強化） 機材・事務用機器としてパンフレットスタンド、置時計の設置、昨年に引き続き新たな執務参考資料の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当者のレベルアップ研修への参加なし

（強化） 消費者行政担当者、消費生活相談員のレベルアップ研修への参加（県外３回・県内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）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座の参加者にパンフレット配布

（強化） 新たに高齢者（5000部）と若者向け（1250部）の悪徳商法被害防止のためのパンフレットを購入、配布する

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談窓口の開設（年間５０日程度）

（強化）
平成２２年度から相談員３名の相談日を増やし、消費生活相談窓口の開設日数を５０日程度拡大（年間１００日程度）及び報償金の増額（交通費相当
分２００円）。平成２３年度からは相談員４名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

4      200             

対象人員数
（報酬引上げ）

2 人

人 千円

５．消費者行政予算について

2      

対象人員数計 追加的総費用

4      320                

平成20年度の消費者行政予算 1,146             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,003             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,606          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,397          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,287             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 939             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 320               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,348          千円 20年度差 202             千円 前年度差 -49             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22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 -

相談員数 - 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

相談員数 - 人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員のレベルアップ研修への参加支援

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 江南市 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 232173 平成 23

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）

キャビネット購入費及び消費生活相談窓口のスタンプ作成費

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）
平成２２年度相談窓口へ整備したパソコン等の保管庫、
窓口周知用消耗品の整備

80                 80                     

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）

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）

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）

啓発チラシ・啓発用クリアーファイル・マグネットの作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活トラブルの未然防止啓発チラシを全戸配布。啓
発用品を作成配布

1,640             1,640                

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 - 1,720             1,720                -

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）

相談窓口へ情報端末機等（ノートパソコン、プリンター購入、ネットワーク工事）や消費生活講座等用の映像関連機器（プロジェクター、スクリーン、デジ
タルカメラ）を整備した。

（強化） パソコン等の保管庫を整備し、消費生活相談窓口周知のためのスタンプを作成する。

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）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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） 市広報に毎月「暮らしのワンポイント」を掲載

（強化）
若者向けの消費生活トラブルの未然防止啓発チラシを全戸配布するとともに啓発グッズ（クリアファイル2,000枚・マグネット400個）を作成し、消費生活
展や消費生活講座などの際に配布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 2,581             千円

平成22年度の消費者行政予算 5,145             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,469          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,676          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,305             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,720          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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,585          千円 20年度差 4                千円 前年度差 -91             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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

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22年度末

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 稲沢市 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 232203 平成 23

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）

消耗品費(図書の一部が市の規定により備品となる)

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） 相談啓発マグネットシール作製、新規相談員用参考図書 1,360             1,360                

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員及び消費生活相談業務に従事している
行政職員の研修参加支援

117               117                   旅費、参加負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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）

印刷費

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・啓発に関するチラシ作成・配布 772               772                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員を１人増やし、月２回増加し、金曜日に
月４回開催

221               221                   報償費

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）

合計 - 2,470             2,470                -

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） 相談員１人が月２回の相談を対応、既存の参考図書はなし

（強化） 月４回の開催とするため、マグネットシールを作製し、相談日を啓発する。長年の相談員のほかに、新規に採用するため、参考図書を購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談業務に従事している行政職員の研修参加を２回実施

（強化） 消費生活相談員及び消費生活相談業務に従事している行政職員の研修参加を年２回程度追加実施

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）化

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活モニター制度、消費生活講座を年５回実施、消費生活展を年１回開催

（強化） 消費生活相談日のPR及び消費者教育・啓発に関するチラシを作成し、約50,000部を広報6/1号及び２/１号と併せて配布

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） 相談員１人で月２回、第１及び第３金曜日に開催

（強化） 消費生活相談員を１人増やし、月２回増加し、金曜日に月４回開催

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      96              

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

1      221                

平成20年度の消費者行政予算 2,499             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,652             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 357             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 2,295          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,739             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,470          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）対象の賃料、人件費等 221               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,269          千円 20年度差 -230           千円 前年度差 -26             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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修参加を追加支援

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 岩倉市 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 23228 平成 23

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） 相談員研修参加支援費 114               114                   旅費・参加費

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

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

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 消費生活相談窓口の相談日の拡充 120               120                   相談日数拡大分（月２回分）の報酬費

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）

合計 - 234               234                   -

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） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修に相談員２名の旅費を支給

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）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） 消費生活専門相談　月２回

（強化） 消費生活専門相談　月４回に増加（拡充分月２回分。拡充した2回分について新たに相談員2名を配置(昨年度からの継続)）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      72              

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

2      120                

平成20年度の消費者行政予算 932               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,393             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 461             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 932             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,345             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 434             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）対象の賃料、人件費等 120               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 911             千円 20年度差 -21             千円 前年度差 -21             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22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人

相談員数 人

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22年度末

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加の旅費を支援する

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 愛知県 市町村名 大口町 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 233617 平成 23

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

印刷製本費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシを印刷する。 345               345                   

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 - 345               345                   -

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）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） 窓口周知啓発及び被害未然防止のため全戸に啓発チラシを配布する(平成22年度から継続実施)。

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）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 373               千円

平成22年度の消費者行政予算 773             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 477             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 296             千円

平成23年度の消費者行政予算 617             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 345             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）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 272             千円 20年度差 -101           千円 前年度差 -24             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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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22年度末

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 扶桑町 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 233625 平成 23

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）

専門図書購入、相談窓口を記載したグッズの作成・配布、マイク
セット・ワイヤレスアンプ購入

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）
事例図書購入、窓口に関する住民への周知グッズ作成、
事務用機器の整備

311               311                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者のレベルアップ研修参加支援 29                 29                     研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

チラシ作成費、チラシ配布費、消費生活講座講師謝金

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシ作成・地区消費生活講座充実 363               363                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口開設日の拡充事業（月２回から週１回へ） 364               268                   相談日数拡大分の相談員賃金

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）

合計 - 1,067             971                   -

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） 平成２１年度まで、相談員の参考図書は購入していない。平成２２年度には基金を活用して、専門図書を購入し、知識向上ができた。

（強化）
消費者行政分野の更なる知識向上を図るため、参考図書を購入。窓口の周知のためのグッズ（クリアファイル及びマグネット）を作成し、配布する。会
議等のため、マイクセット・ワイヤレスアンプを購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップのために、県内外で実施される研修への参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講習会年２回実施。啓発用回覧板作成（１，５００部）

（強化）
広報紙に消費生活問題等の周知徹底及び諸問題における啓発チラシの折り込み、各戸配布をする（年２回）、また、年５回（基金事業分３回分追加）を
目標に地域高齢者を対象に消費生活講習会を開催(平成２２年度からの継続)。

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２回（第１・３木曜日９：００から１２：００）の消費生活相談員１名による消費生活相談実施。第４水曜日の相談は定数内職員が商店街において実施。

（強化）
月２回（第１・３木曜日）の消費生活相談を平成２２年度から毎週（木曜日９：００から１５：００）に拡充し、消費者・多重債務者相談体制の強化を図る（基
金事業分は拡充した相談日・相談時間。相談員は１名）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      188             

対象人員数
（報酬引上げ）

1 人

人 千円

５．消費者行政予算について

1      

対象人員数計 追加的総費用

1      268                

平成20年度の消費者行政予算 316               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,079             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 787             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 292             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,225             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象の賃料、人件費等 268               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 254             千円 20年度差 -62             千円 前年度差 -38             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22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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22年度末

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）

都道府県名 愛知県 市町村名 津島市 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 232327 平成 23

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）

相談室機能拡充整備・事務用機器の設置および参考図書購入
消費生活相談窓口告知チラシ作成・配布

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） 消費生活相談室の拡充整備 199               160                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内での研修参加支援（2名） 13                 13                     旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

消費生活展・くらしの講座時に配布する消費生活相談啓発入り
ファイルの作成
高齢者向け消費者被害防止VTR制作・放送費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,517             1,517                

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）

保存版食品表示安全リーフレット作成・全戸配布・講演案内チ
ラシ作成・全戸配布
講演会報償費・会場借上料

合計 - 2,475             2,436                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 食品表示安全講演会 746               746                   



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） パソコン・プリンター・整理棚・書籍購入

（強化） スキャナー・書棚・書籍の拡充・消費生活相談窓口告知チラシ作成・配布

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） 県内開催の研修に相談員2名を年5回ずつ参加できるよう支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）化

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活展年1回・くらしの講座年2回

（強化） 消費生活展年1回・くらしの講座年1回時に消費相談啓発用ファイル配布、高齢者向け消費者被害防止を地元ケーブルＴＶで放映

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 保存版食品表示安全リーフレット全戸配布・食品安全講演会開催・講演案内チラシ全戸配布



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数計 追加的総費用

-                   

平成20年度の消費者行政予算 866               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,391             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,580          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 811             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,233             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,436          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 797             千円 20年度差 -69             千円 前年度差 -14             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22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

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22年度末

④その他

②研修参加支援 ○  県内開催の研修参加のための旅費を支援 

③就労環境の向上 ○  スキャナー・専門図書の設置 



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）

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） 研修参加のための旅費 6                   4                       

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） 執務参考資料の購入及び相談窓口の広報 100               100                   書籍購入費（相談室２ヶ所）及び相談窓口案内チラシ印刷費

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

都道府県名 愛知県 市町村名 愛西市 自治体コード 23232 平成 23 年度

-合計 - 2,227             2,147                

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）

報酬

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 相談窓口開設を月１回から２回に拡充する。 156               78                     

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 被害事例チラシの配布及びクローバーテレビによる放送 1,965             1,965                チラシ印刷費及び広報VTR制作放送費

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 県等が実施する研修に参加２回

（強化） 県等が実施する研修に参加５回（新たに３回追加）

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） 窓口の機能強化を図るため、本庁と佐織庁舎にある相談室にそれぞれ事務用機器購入を設置した。また、執務参考資料を購入した。

（強化） 執務参考図書改正版等の購入及び相談窓口案内チラシを全戸配布し、市民に周知する。

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）

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）

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） 消費生活相談窓口月１回（相談員１名体制）

（強化） H２３年度も相談窓口を月２回開設。（相談員2名体制。２ヶ所の相談場所でそれぞれ月１回開設）

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） なし

（強化） 消費者被害未然防止特集号を全戸配布（年２回）。クローバーテレビにて１ヶ月84回以上で5～10分以内の放送で、消費者被害の未然防止及び窓口案内を図る。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

0

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      36              

法人募集型

実地研修受入人数 0 人

年間実地研修受入総日数 0 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 0 人

年間研修総日数 0 人日

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円20年度差 2                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 78                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 89              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,147          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 0 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 89              千円

平成23年度の消費者行政予算 2,236             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 0 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,190          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,279             千円

1      78                  

平成20年度の消費者行政予算 87                 

0

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 消費生活相談員養成講座に参加

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22年度末 相談員数 0 人 平成23年度末予定 相談員数 0 人

人 平成23年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 0 人 平成23年度末予定 相談員数 0 人

相談員総数 2      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）
消費生活相談員が研修に参加し、知識のレベルアップを
図る。

110               110                   旅費、研修会の負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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 232351 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 弥富市

合計 - 110               110                   -

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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 相談内容の充実のため、消費生活相談員２名が県内、県外の研修に参加し、知識のレベルアップを図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

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）

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）

（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

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

-19             千円20年度差 65              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 442             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 110             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 461             千円

平成23年度の消費者行政予算 552               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

千円

平成22年度の消費者行政予算 511               千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 377               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 必要な専門知識及び相談処理技法等を習得し、相談業務の資質の向上を図るため。

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22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の研修支援 15                 15                     相談員の研修に対する旅費

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） 消費者相談窓口を設置するための相談環境整備 518               490                   
パソコン、プリンター、棚、パンフレットスタンド、参考資料の購入
費。開設チラシの作成費

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）

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 232378 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 あま市

合計 - 1,208             1,180                -

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 相談員の報酬費 110               110                   相談員の報酬費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用のチラシ、ステッカーの作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用チラシ等の作成・配布 565               565                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 平成２３年度より相談窓口を設置する為、相談員の研修参加を支援する。（年５回）

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） なし

（強化）
平成２３年度より月１回の相談窓口を設置するためパソコン、プリンター、棚、パンフレットスタンド、参考資料を購入する。また、開設に伴うチラシ等（６，
０００部）を作成し、周知を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

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）

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） 平成２３年度５月から月１回の相談窓口を設置する為、相談員の報酬を支払う。

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） なし

（強化） チラシ（年２回各３，０００部）・ステッカー（独居老人・高齢者世帯等５，０００個）を作成し、消費生活被害の防止に努める。

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

3      36              

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

37              千円20年度差 20              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 110               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 87              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50              千円

平成23年度の消費者行政予算 1,277             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 50                 千円

3      110                

平成20年度の消費者行政予算 67                 

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ ５月より消費生活専門相談員を１名配置

②研修参加支援 ○ 県内関係の研修参加の旅費を支援。

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22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

消費生活相談員がアドバイスをする上で参考にする書籍
や器具（パソコン、書棚等）を購入し、消費生活相談窓口
を開設する。また、窓口開設案内のチラシを町内に配布
する。

250               250                   
参考図書、パソコン、パーテーションの購入費及び窓口開設案
内チラシの作成・配布経費

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）

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 234257 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 蟹江町

合計 - 2,235             2,235                -

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
消費生活相談員を配置し、消費生活相談窓口を開設す
る。

120               120                   相談員の報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発パンフレットの作成・配布、VTR制作・放送費

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及び消費者被害の未然防止のた
めにパンフレットを作成し、各家庭に配布する。また広報
ＶＴＲを作成し、地元ケーブルテレビで放送し、パンフレッ
トと併せて啓発する。

1,865             1,865                

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） なし。

（強化）
消費生活相談員がアドバイスをする上で参考にする書籍や器具（パソコン、パーテーション）を購入し、消費生活相談窓口を月に1回開設する。また、
窓口開設案内のチラシ約1万6000部を町内各家庭に配布する。

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）

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）

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） 消費生活相談員を配置し、消費生活相談窓口を、月に1回、半日程度開設する。

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） なし。

（強化）
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のために、二種類のパンフレットをそれぞれ約1万6000部作成し、年２回、町内各家庭に配布す
る。また広報ＶＴＲを作成し、地元ケーブルテレビで１か月～半年の間に約80回程度放送する。

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

3      48              

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

4                千円20年度差 4                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 120               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,235          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 31              千円

平成23年度の消費者行政予算 2,270             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

千円

平成22年度の消費者行政予算 31                 千円

3      120                

平成20年度の消費者行政予算 31                 

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ ４月より消費生活専門相談員を１名配置

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談窓口の場所を確保する。相談員の参考図書や事務器具等を購入する。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費者行政担当者が研修に参加。 15                 15                     旅費

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）

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 234273 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 飛島村

合計 - 105               105                   -

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

高齢者・一般用パンフレット印刷

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止を図るためのパンフレット等作成。 90                 90                     

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 消費者行政担当者が県等開催の研修（5回）に参加するための旅費。

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）

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）

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） なし

（強化） 消費者被害の未然防止のためパンフレット（2,000部）を作成し、各世帯と事業所、敬老福祉センターの予定。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円20年度差 -                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 105             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成23年度の消費者行政予算 105               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 231             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 231               千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 -                   

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 県外研修への参加支援（３名） 166               166                   旅費・受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考資料・事務用機器（レターケース、ラック）購入費、相談室
周知新聞広告料

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） 参考資料や各種事務用品等の充実 156               156                   

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 232050 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 半田市

合計 - 1,969             1,969                -

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 消費生活相談員の追加 833               833                   消費生活相談員追加分（１名）の報酬費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

相談室の情報をプリントした「くらしの豆知識」及び啓発用着ぐる
み・パネル購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座等で使用する教材・着ぐるみ・パネル購入及び
消費生活相談室の周知

814               814                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） 県外の研修には、毎年１名が参加

（強化） 他の相談員も研修に参加できるよう旅費を支援（3名分追加）

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） 消費生活相談室用の参考図書は暮らしの豆知識、国・県のリーフレット

（強化）
消費生活相談室における参考資料や各種事務用機器の充実　（消費者六法5,460円×4冊）＋（その他参考図書等3,160円×1式）、収納用レター
ケース及びラックの購入及び新聞広告を利用して相談室の周知を行う。

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）

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）

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） 「週3回2人体制で消費生活相談実施

（強化） 相談室開設日の拡充(週4回）に伴い、消費生活相談員追加（１名）

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12回開催

（強化）
既存の消費生活講座等の内容を拡充するため、相談室の情報をプリントした「くらしの豆知識」(350冊購入予定)と啓発用着ぐるみ及びパネルを購入
し、出前講座の際に教材として活用する。

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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      576             

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

人 千円

５．消費者行政予算について

-150           千円20年度差 -224           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 833               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,780          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,969          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 2,930          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,749             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 887             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,817             千円

1      833                

平成20年度の消費者行政予算 3,004             

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 毎年１名が県外研修を行っているが、他の相談員３名に対しても参加支援を行う。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 4      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の研修参加旅費の追加。 21                 21                     相談員の研修旅費。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室の機能強化を図るための書棚設置費。広告掲載料。

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）
相談室用の書棚を整備する。
消費生活相談窓口案内広告を新聞掲載。

133               133                   

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 232165 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 常滑市

合計 - 804               804                   -

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

講師謝金、教材作成・購入費。広報リーフレット作成。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座開催、それに伴う教材等を購入。啓発リー
フレット等作成。

650               650                   

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 活相談 高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） 研修旅費 　名古屋２回分措置

（強化） 新たに研修旅費　名古屋20回措置

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） 啓発事業・会議等に使用するプロジェクター・スクリーンを相談室に整備。　啓発グッズ（クリアファイル）の作成配布による窓口周知

（強化） 相談室用書棚設置。新聞広告掲載2回。

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）

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）

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　7回　　

（強化） 消費生活講座　5回追加。消費生活講座の教材作成・購入、リーフレット各戸配布20,000部

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

29              千円20年度差 150             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 824             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 804             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 795             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,628             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 986             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,781             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 674               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 相談員の要望する研修に参加させる。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修支援 302 189 県内外旅費 研修受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事務用備品購入費用、雑誌類購入費、新聞広告料、啓発グッ
ズ（冷蔵庫に貼れるマグネット付の透明なレターケース）委託作
成費など

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）

パンフレットスタンドの購入、消費生活相談員実務のため
の参考図書と必要機器（シュレッダー）の購入、窓口周知
用の新聞広告・啓発グッズ（冷蔵庫に貼れるマグネット付
の透明なレターケース）の作成

882               882                   

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 232220 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 東海市

合計 - 6,928             6,815                -

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

昨年度作成した消費啓発番組の再放送放映料、啓発用のチラ
シ・回覧板・クリアファイル、くらしの豆知識の購入、若者向け・
高齢者向けの啓発パンフレット委託費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費啓発番組再放送、啓発用のチラシ・回覧板・クリア
ファイル、くらしの豆知識の購入、若者向け・高齢者向け
の啓発パンフレット作成（追加）

5,744             5,744                

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） 消費生活相談員研修支援 302             189                  県内外旅費、研修受講料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） 近郊で行われる研修への参加等(県内旅費３人×２回分)

（強化） 県内外で行われる研修への参加支援(県内旅費２人×３回分と県外旅費（相模原）２泊３日×３人×１回分を追加)

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） 消費生活相談業務の効率化を図るため、ノートパソコン、プリンタの購入

（強化）
パンフレットスタンドの購入、消費生活相談員の実務のための参考図書と必要機器（シュレッダー）の購入、窓口周知の新聞広告・啓発グッズ（冷蔵庫
に貼れるマグネット付の透明なレターケースを）の作成(1000個)

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）

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）

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） 強化事業に対応する既存事業はなし

（強化）
22年度に作成した消費者啓発番組を再放送　（１５番組×３０回）、教育啓発・相談窓口周知用のチラシ(80000部)・回覧板(6000部)・クリアファイル
(50,000部)、くらしの豆知識の購入(300部)、若者向け(2000部)・高齢者向け(1000部)の啓発パンフレット作成

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-226           千円20年度差 -146           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,804          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,904          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 3,030          千円

平成23年度の消費者行政予算 10,708           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 10,800        千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 13,830           千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 2,950             

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 参加が困難だった県外研修等にも参加出来るようにする。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

備品購入費、相談窓口案内広告料

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）
講座、会議等で使用するプロジェクターやスクリーン等の
機材・事務用機器の整備。相談窓口の周知を図るため新
聞に広告を掲載

494               396                   

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 232238 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 大府市

合計 - 760               604                   -

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

啓発冊子（相談窓口の案内が入ったもの11,000部）作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発冊子の作成 266               208                   

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） なし

（強化） 備品（プロジェクター、スクリーン、ブルーレイプレイヤー）購入により、講座、会議等内容の充実。新聞広告に相談窓口を紹介することにより、相談窓口の

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）

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）

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） 悪質商法追放講座用の教材として啓発冊子を購入

（強化）
高齢者や若者の悪質商法被害を未然に防止するため、啓発冊子(若者向け1000部、高齢者向け10000部)を作成、成人式、敬老会の際に配布し、消
費者への啓発事業を強化する。

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-302           千円20年度差 77              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,250          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 604             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 2,552          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,854             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 939             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,491             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 2,173             

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 2      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の専門研修参加支援 54                 54                     消費生活相談員交通費、宿泊費、受講料(1名)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

新聞広告掲載料

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） 相談窓口の周知を図るため、新聞に広告掲載 104               104                   

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 232246 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 知多市

合計 - 1,401             1,401                -

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

消費者啓発用チラシ作成、配布費用

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシの全戸配布 1,243             1,243                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談員を専門研修へ複数年に一度しか派遣していない(隔年参加のため平成２３年度は予算措置なし)。

（強化） 相談員が新しい専門的な知識を得ることができるように、専門研修に毎年（1名）派遣する。

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） 相談室用備品としてカウンター、会議テーブル、イス、参考図書用備品としてカタログスタンド、書庫、待合室用備品としてイスなど計10点を購入

（強化） 消費生活相談の日程などを新聞に広告掲載することにより利用促進を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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）

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） 愛知県の発 生行する啓発チラシを、回覧として市内に配布。

（強化） 消費者被害未然防止のため教育、啓発チラシを作成、保存版として全戸配布。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-128           千円20年度差 -385           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,306          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,401          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 3,434          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,707             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 3,152          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,586             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 3,691             

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 相談員を毎年、専門研修に派遣

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

新聞掲載広告料

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） 相談窓口周知のため新聞広告掲載２回 104               104                   

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 234419 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 阿久比町

合計 - 815               815                   -

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 平成２２年４月相談窓口開設による相談員を配置 112               112                   消費生活相談員報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用に相談窓口掲載のクリアファイル作成経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 相談窓口啓発用クリアファイル作成全戸配布 599               599                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活相談員用の事務用機器としてパソコン、プリンター、キャビネットを各1台購入。参考図書を購入。

（強化） 中日新聞に年2回相談窓口（知多５市５町）の案内を掲載する。（経費は全体の１／１０）

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）

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）

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） 平成２２年度から消費生活相談の実施に伴い、消費生活相談員を新規に配置する。（月1回及び臨時に年２日　1名体制）

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） なし

（強化） 相談窓口開設の周知と消費者被害の未然防止のための教育・啓発のため相談窓口等を掲載したクリアファイルを作成し、全戸配布する。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

2      70              

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

人

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

-                千円20年度差 58              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 112               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 479             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 815             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 479             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,294             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 1,531          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,010             千円

2      112                

平成20年度の消費者行政予算 421               

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 2      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

相談員の情報誌等の書籍購入費。案内看板の設置費。知多5
市5町による新聞広告掲載料（年2回）。窓口PR用ﾏｸﾞﾈｯﾄの作
成費

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）
相談員の知識の向上のための書籍購入。窓口周知のた
めの案内看板設置及び新聞広告及びPR用ﾏｸﾞﾈｯﾄの作
成

619               619                   

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 234427 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 東浦町

合計 - 619               619                   -

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

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 活相談 高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） 新たに相談員が知識を向上できるように書籍を購入。

（強化）
常にあたらしい情報を取り込み、相談に対応していけるよう書籍を購入。相談窓口をわかりやすくするための看板作成。新聞広告による周知。相談窓
口周知を拡大するため、マグネットを３，０００個作成・配布しPR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）

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）

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）

（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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

67              千円20年度差 56              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 428             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 619             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 361             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,047             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 727             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,088             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 372               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 相談員の研修に係る旅費については、町の旅費基準に準じて支払う。

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 ○ 近隣市町の相談員報酬金額との調整をはかっていく。

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数 4      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）
平成２３年4月から相談窓口を開設するための備品等整
備及び窓口周知のための新聞広告

329               329                   
事務用機器、参考図書等購入費及び窓口周知のための新聞
広告掲載料

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 234451 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 南知多町

合計 - 1,984             1,984                -

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 相談窓口新設に伴い、相談員を新規に配置する。 148               148                   消費生活相談員を新規に配置するための報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者教育・啓発に必要なパンフレットの作成経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者向け啓発パンフレット（保存版）の全戸配布 1,507             1,507                

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）

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） なし

（強化） 消費生活相談員用の事務用機器として、パソコン、プリンター、パンフレットスタンド各1台と参考図書を購入。窓口周知のため新聞に年２回広告する。

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）

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）

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） 平成２３年度から消費生活相談スタートアップ事業の実施に伴い、消費生活相談員を新規に配置する。（月１回１名体制）

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） 県から無償配布される消費生活情報紙を全戸に回覧。

（強化） 住民の消費者被害を未然に防止するため、保存版の啓発用パンフレットを全戸に配布する。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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      60              

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円20年度差 32              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 148               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 72              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,984          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 72              千円

平成23年度の消費者行政予算 2,056             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

千円

平成22年度の消費者行政予算 72                 千円

1      148                

平成20年度の消費者行政予算 40                 

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 4月より消費生活専門相談員を１名配置

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）
平成２３年４月から相談窓口を開設するための備品等整
備、窓口周知のための新聞広告

404               404                   
事務用機器、参考図書等購入及び窓口周知のための新聞広
告掲載料

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 234460 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 美浜町

合計 - 2,240             2,240                -

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 相談窓口新設に伴い、相談員を新規に配置 140               140                   消費生活相談員を新規に配置するための報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者教育・啓発に必要なパンフレット作成・配付経費（２回）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者向け啓発パンフレット（保存版）の全戸配付 1,696             1,696                

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）

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） なし

（強化） 相談員用の事務機器として、ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰを購入。間仕切りとしてﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ、参考図書を購入。窓口周知のため新聞に年２回広告。

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）

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）

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） 平成２３年度から消費生活相談スタートアップ事業の実施に伴い、消費生活相談員を新規に配置。（月１回・臨時に年２回　１名体制）

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） なし

（強化） 住民の消費者被害を未然に防止するため、啓発パンフレット（保存版）を全戸配付する。窓口周知パンフレットの全戸配付。（合計２回）

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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      70              

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

10              千円20年度差 -28             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 140               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 180             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,240          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 170             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,420             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 170               千円

1      140                

平成20年度の消費者行政予算 208               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 4月より消費生活専門相談員を１名配置

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

相談窓口用の書籍購入費・新聞広告掲載料

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）
相談窓口用の書籍購入、窓口周知のための新聞広告掲
載

124               124                   

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 234478 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 武豊町

合計 - 768               768                   -

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

悪質商法啓発パンフレット・啓発資材作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発事業 644               644                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） なし

（強化）
相談員用の参考図書を整備し、法令、その他情報収集に要する労力の軽減を図る。新聞広告へ掲載することで相談窓口の周知を図る。
消費生活相談室の周知を図るための啓発資材を作成し配布する。

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）

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）

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） 県が作成した「暮らしっく」を全戸回覧

（強化） 消費者被害防止及び消費生活相談室の周知を図るための啓発パンフレットを作成し配布する。

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円20年度差 33              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 533             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 768             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 533             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,301             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 455             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 988               千円

-      -                   

平成20年度の消費者行政予算 500               

-      

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費生活相談員の研修参加支援 204               153                   研修参加旅費・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）

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）

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 232025 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 岡崎市

弁護士委託料
放射性物質簡易検査機器購入費

合計 - 5,052             5,001                -

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、相談員への助言・指導及び相談者からの
相談対応
放射性物質の簡易検査機器の整備

1,923             1,923                

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

講演会開催委託料、DVD・プロジェクター等出前講座用機器購
入費用、消費者啓発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
消費生活講演会の開催・出前講座用機材の拡充・相談
室啓発用パンフレット作成

2,925             2,925                

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）

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） 相談員４名いるうち、１名のみ参加するための研修参加費用

（強化） 相談員４名全てがスキルアップするため、H２２から基金を活用し以前参加していなかった３人分の県外研修分を新たに支援

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）

（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）

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）
法律の専門家的である弁護士から、相談員へ助言・指導を行ってもらったり、専門的な知識を有する相談案件の際には相談者へ助言をいただく。（奇
数月に月１回実施予定）
消費者の不安解消、食の安全確保のために早期に機器を購入し、積極的に検査を実施し、流通食品の安全性を確認する。

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）

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） 「くらしの豆知識」や消費者被害防止の啓発品（啓発シール等）の配布

（強化）
既存内容のみならず、消費生活相談員が行う出前講座等の内容を強化するためにＤＶＤプレーヤー・プロジェクター・スクリーン・AV
ケーブルを購入したり、市民のかたに消費生活知識を習得してもらうための講演会を開催する。また高齢者の悪質商法被害を防止する
ために啓発パンフレットを作成し（２万部）、イベント、講座などの際に配布する。

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）

（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-1,213        千円20年度差 -11,282       千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,018        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,001          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 19,231        千円

平成23年度の消費者行政予算 23,019           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,210          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 20,441           千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 29,300           

対象人員数計 追加的総費用



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 ○
法律の専門家的である弁護士から、相談員へ助言・指導を行ってもらったり、専門
的な知識を有する相談案件の際には相談者へ助言をいただく。

②研修参加支援 ○
H21までは相談員４名のうち１名の研修参加としていたが、H22以降は４名全てに
参加してもらいスキルアップを図る。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 4      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費生活相談員の研修参加旅費等の支給 117               117                   県外・県内研修参加旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考図書、月刊雑誌 購入費

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） 消費生活相談を強化するための情報提供環境の整備 24                 24                     

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 232092 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 碧南市

合計 - 854               854                   -

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

啓発チラシ購入費・配布費用

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシの購入 713               713                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） なし。

（強化）
県内・県外の研修参加時の旅費等を追加し、消費生活相談員１名のレベルアップを図る。(神奈川県相模原市内の研修2回、名古屋市内の研修6回、
岡崎市内の研修1回）

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年度消費者行政活性化基金事業により参考図書１冊を購入。平成２２年度は購入実績なし。

（強化） 消費生活相談を強化するための情報提供環境を整備するため、参考図書４冊購入し、月刊雑誌を１誌定期購読する。

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）

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）

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（平成２０年度は５回開催）の実施。

（強化） 消費者被害の未然防止及び消費生活相談窓口の周知のため、年に一度市広報に同封し啓発用チラシを全戸配布する。

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

3                千円20年度差 314             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,091          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 854             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 1,088          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,945             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 86              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,174             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 777               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 県及び国民生活センター開催の研修参加のための旅費等を支援する。

③就労環境の向上 ○ 参考図書・月刊雑誌の購入により、環境を整備をする。

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

委嘱消費生活相談員の研修旅費

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） 委嘱消費生活相談員の研修旅費の支援。 9                   9                       

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

232106 平成 23 年度都道府県名 愛知県 市町村名 刈谷市 自治体コード

-合計 - 364               364                   

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
消費生活講座の教材拡充、消費者被害防止のための啓
発パンフレット作成・配布

355               355                   
消費生活講座教材(暮らしの豆知識）の購入費及び啓発用パン
フレットの作成費

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） -                 -                      



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） 研修参加旅費なし。

（強化） 研修参加旅費　名古屋1,660円×5回＝8,300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）

（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）

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） 高齢者・若者向け一般の悪徳商法などの被害防止のための消費生活講座を開設（年3回）

（強化）
既存の消費生活講座の内容を充実するため、前年度同様にくらしの豆知識(240冊)を新たな教材としてし活用する。啓発パンフレットの作成・配布。
配布場所(本課・支所2箇所・市民センター4箇所）、配布部数については、1,000枚×３種類

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）
（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

 対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-10             千円20年度差 -176           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 622             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 364             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 632             千円

平成23年度の消費者行政予算 986               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 694               千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,326             千円

-      -                   

平成20年度の消費者行政予算 798               

-      

 対象人員数計  追加的総費用



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 ○  相談員の研修会への出張旅費を支援する。

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22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 7      うち定数外の相談員  平成22年度末 相談員数 7      

人

うち定数内の相談員  平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 7      消費生活相談員の配置  平成22年度末 相談員総数 7      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費生活相談員の専門的研修への参加機会の拡大 108               108                   消費生活相談員旅費及び研修受講料

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）

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）

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 232122 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 安城市

弁護士報酬

合計 - 1,169             1,169                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談の開催 240               240                   

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

啓発チラシ作成費、啓発チラシ配布手数料、講演会場借上料
及び講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活相談窓口の周知及び消費生活講演会の開催 821               821                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修参加費用（10回分）

（強化） 相談能力のレベルアップを図るため、国民生活センターにて開催される専門・事例講座に参加する費用を2回分追加

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）

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 相談員による相談を開催

（強化） 相談事業の充実を図るため、弁護士による相談を月１回程度開催(消費生活相談員も同席)

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）

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） 消費生活団体による消費生活展の開催

（強化） 新たに悪徳商法等の被害防止を図るためチラシを作成し消費生活相談の窓口を記載して全戸配布、消費生活講演会の開催

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

40              千円20年度差 39              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,729          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,169          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 1,689          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,898          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 1,698          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,387          千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 1,690             

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 弁護士相談の実施による相談員の知識向上（年間12回）

②研修参加支援 ○ 国民生活センター専門・事例講座への参加機会の創出（年間2回）

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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・行政職員の研修参加を支援 114               114                   相談員・行政職員の研修旅費・研修受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

執務参考図書、書類保管棚等の購入費・窓口周知グッズ(印鑑
ケース）購入費

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） 消費生活相談窓口の機能強化 749               749                   

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 232131 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 西尾市

合計 - 6,354             6,354                -

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 相談日の拡大・多重債務相談の実施 343               343                   相談員の人件費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発パンフレット・啓発グッズ（カレンダー・クリアフォルダ・啓発
シール・マグネット）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 消費生活相談窓口の周知・消費者教育のための啓発 5,148             5,148                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

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） 相談員が県等主催の研修に参加している。

（強化） （独）国民生活センター主催の研修に参加する。行政職員も研修に参加する（年２回予定）。

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）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活相談関連の参考図書が少ない。合併前、一部の地区では消費生活相談体制が不十分であった

（強化）
鍵のかかる書類保管棚を購入する。消費生活相談関連の参考図書を購入する。消費生活相談の窓口を周知する印鑑ケースを配り、相
談件数の増加につなげる。

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）

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）

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） 週１日消費生活相談を行う。

（強化） 週１日を週２日に相談日拡大する(平成21年度から実施)。４月と５月に、消費者行政担当による多重債務相談を行う。

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） 市の広報で消費生活相談を案内。町の広報で消費生活情報を掲載。

（強化）
合併後の西尾市消費生活相談の窓口周知を図るとともに、消費者被害の未然防止のために、カレンダー・シール・クリアフォルダを全戸
配布(54,000部)、マグネット(10,000部）をイベント・講座等で配布する。

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

2      147             

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

人 千円

５．消費者行政予算について

-284           千円20年度差 135             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 343               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 950             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,354          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 1,234          千円

平成23年度の消費者行政予算 7,304             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 3,113          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,347             千円

2      343                

平成20年度の消費者行政予算 815               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ (独）国民生活センターの研修に参加

③就労環境の向上 ○ 参考図書を購入

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員専門講座受講費、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） 消費生活相談員専門講座受講 51                 51                     

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） 執務参考資料等の整備 10                 10                     消費生活関係書籍購入費

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）

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 232254 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 知立市

-合計 - 221               221                   

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 消費生活講座開催、町内回覧による啓発 160               160                   
消費生活講座募集チラシ印刷用紙購入費、講座・窓口配布用
参考資料（くらしの豆知識）購入費、町内回覧用啓発チラシ作
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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 県内で行われる日帰りの研修に年２～３回参加している。

（強化） 消費生活相談員専門講座（神奈川県相模原市、宿泊研修１回）を受講し、相談員のレベルアップをさらに図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

チラシの置き場がなかったのでパンフレットスタンドを購入した。
執務参考資料等を購入し相談の参考とした。しかし、参考資料はまだ少ない。

（強化） 新たに参考執務資料を購入し相談の参考とする。

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）

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）

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） あいち暮らしっくを町内全戸回覧年１回配布。他、毎号市内各施設に配布設置。

（強化）
消費生活講座を開催し（開催案内は手刷りチラシ、教材としてくらしの豆知識（名入れ）を５０冊使用。相談コーナーでの相談者への啓発用として１００
冊。合せて１５０冊購入）消費者教育・啓発を行う。町内回覧チラシを２５００部作成・全戸回覧し消費者被害防止の啓発及び消費者相談窓口周知を行
う。

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）
（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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-21             千円20年度差 50              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 539             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 221             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 560             千円

平成23年度の消費者行政予算 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）対象経費 686             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,246             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 489               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 消費生活相談員専門講座の受講

③就労環境の向上 ○ 参考図書の購入により環境を整備する

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費生活相談員の研修参加旅費の支給 8                   8                       研修参加旅費(県内・４回)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考図書、必要機器(パソコン)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） 専門員用の執務参考図書及び情報提供環境の整備 111               111                   

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 232271 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 高浜市

合計 - 119               119                   -

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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修の参加なし。

（強化） 消費生活相談員の研修参加時の旅費を支給する（４回程度）

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22年度は、専門図書を購入した。

（強化） 消費生活相談を強化するための情報提供環境を整備するため、あらたな参考図書や必要機器(パソコン)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）

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）

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）

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）

（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-                千円20年度差 36              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 143             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 119             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 143             千円

平成23年度の消費者行政予算 262               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 46              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 189               千円

-      -                   

平成20年度の消費者行政予算 107               

-      

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 情報提供環境の整備

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22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の研修参加への支援 114               114                   研修参加旅費・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）

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）

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 235016 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 幸田町

合計 - 427               427                   -

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 消費生活相談の開催回数を増 80                 80                     回数増加に伴う相談員報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

パンフレットの作成・配布委託料

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の啓発 233               233                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 研修等への支援は行っていない。

（強化） 国民生活センターが実施する研修に相談員１名を２～３回参加できるよう旅費等を支援

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）

（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）

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）

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） 消費生活相談を毎月１回開催

（強化） 消費生活相談の開催を月１回から月２回に増加する

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） 愛知県が作成した広報誌等を公共施設に設置している。

（強化） 高齢者向け(約1500部）、若者向けパンフレット（約500部）を作成し、各種会合・成人式等で配布するとともに、自治会を通じ回覧等により周知する。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

1

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      36              

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

27              千円20年度差 27              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 80                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 297             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 427             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 270             千円

平成23年度の消費者行政予算 724               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 1,000          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,270             千円

1      80                  

平成20年度の消費者行政予算 270               

1      

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 国民生活センターが実施する実務研修に２～３回参加するための旅費等を支給

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22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

弁護士委託料

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 専門知識者を取り入れた対応力の強化 820               781                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外等研修への参加支援 690               270                   講師養成研修参加（1名）旅費、他市への研修参加旅費

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）

事務室用書棚の追加購入経費

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） 事務用機材・機器の増設 90                 90                     

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 232114 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 豊田市

合計 - 17,220           7,604                -

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
相談員の勤務日数及び報酬等を増加し窓口業務を整備
する

11,570           2,813                
相談員の勤務日数の増加、費用弁償(通勤費相当額)の支給及
び時間単価の向上による報酬と費用弁償

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

移動講座の充実（寸劇・コントの導入）協力団体への謝礼、マス
メディアによる啓発委託料

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の啓発 4,050             3,650                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 弁護士相談月1回のみ実施

（強化） 業務委託により、常時弁護士に相談できる体制に強化する。また、事例研究会の開催により能力アップを図る

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） 県外研修に７回参加

（強化） 講師養成講座への旅費を支給（新規に１名）、他県他市での研修会参加旅費（新規に３名）

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） 書棚不足

（強化） 相談事務参考用図書の整理用として扉付きの書棚を追加購入（物品整理棚を撤去し設置）

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）

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）

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） 相談員７名で年間９００日の勤務日数、報酬１，５００円/ｈ（交通費込み）

（強化）
相談員7名で年間１００８日の勤務日数、報酬１，７００円/ｈ（別途通勤手当を支給）とし、相談窓口の充実と相談員の定着化を図る(相談内容の高度
化、ダイヤル相談への対応。平成22年度からの継続事業）。

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） 移動消費生活講座（約３０回/年）寸劇、コント０回、番組放送なし

（強化）
移動消費生活講座に寸劇、またはコントを取り入れ本事業の利用拡大を図り消費者被害を未然に防止する。CATVを活用し消費者教育と相談窓口の
周知を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

7

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）

3      648             

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

447             千円20年度差 -4,043        千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,813             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 38,227        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,733          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 37,780        千円

平成23年度の消費者行政予算 45,960           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 7,567          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 45,347           千円

7      2,813             

平成20年度の消費者行政予算 42,270           

7      

対象人員数計 追加的総費用



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 県外研修等への参加

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 7      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 7      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 7      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 7      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター研修への参加 112               98                     国民生活センター研修受講料、国民生活センターまでの研修旅

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談事業内容パンフレット印刷製本費・相談員の能
力向上に資する参考図書購入費

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）
消費者被害防止のための啓発・消費生活相談参考図書
購入

505               505                   

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 232360 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 みよし市

弁護士・司法書士謝礼、食品表示講習会講師謝礼

合計 - 1,052             1,038                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談の実施・食品表示に関する啓発 120               120                   

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 消費生活相談窓口の増日 315               315                   相談員人件費

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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（ 存）

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） なし

（強化） 国民生活センター消費生活相談員研修、消費者行政職員研修に各1回参加

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） 消費生活相談の窓口や対象としている内容を周知するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを新たに作成し全戸に配布する

（強化）
平成22年度に引き続き、消費生活相談の窓口を周知するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成し老人クラブなど市内団体に配布する、高度な相談に対応できるよう参考図
書を整備する

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）

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）
平成22年度に引き続き、多重債務相談に対応するため年2回弁護士または司法書士による相談を実施(消費生活相談員同席)、食品表示の見方に関
する講習会を実施

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）

（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） 毎週月曜日の午前中に消費生活相談を実施

（強化） 毎週水曜日の午前中にも消費生活相談窓口を開設（平成21年度からの継続事業、相談員1名体制）

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）

（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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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      150             

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-40             千円20年度差 -31             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 315               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 905             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,038          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 945             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,943             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,107          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,052             千円

1      315                

平成20年度の消費者行政予算 936               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 県及び国民生活センターが実施する研修にかかる旅費、研修費、教材費を支援

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22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費者行政に従事する者が研修に参加するための支援 10                 10                     研修旅費

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）

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 232211 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 新城市

合計 - 1,016             1,016                -

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

講師謝礼、講演会チラシ印刷代、会場借上料、啓発用品代

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講演会開催と啓発活動 1,006             1,006                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者行政担当者の自費による参加。

（強化） 消費者行政担当者・相談員のレベルアップのため旅費を支援する。

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）

（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）

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）

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） 消費者出前講座の各種団体への斡旋・実施

（強化） 消費者教育のための講演会を１回開催する。啓発用品を全戸配布する。

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-50             千円20年度差 -153           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 97              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,016          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 147             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,113             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 1,041          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,188             千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 250               

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 研修参加のための旅費・負担金

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22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

参考図書購入

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） 相談窓口の拡充のための参考図書の充実 30                 30                     

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 235610 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 設楽町

合計 - 430               430                   -

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

小冊子作成・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 悪質商法被害防止啓発や相談先の周知、行政全般周知 400               400                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活相談窓口看板による窓口周知を行うとともに参考図書等を購入し、相談体制を確立。

（強化） 昨年度に引き続き消費生活相談に必要となる参考図書を購入し、相談体制を強化。

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）

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）

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） なし。

（強化） 相談窓口の周知と、消費者トラブル事例等に関する情報を積極的に提供し、消費者被害の未然防止を図るため、小冊子(2,400部)の作成・全戸配布を行

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-20             千円20年度差 -21             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 430             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 20              千円

平成23年度の消費者行政予算 430               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 180             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 200               千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 21                 

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 職員の研修会参加 25                 25                     名古屋等で行われる研修の旅費・教材費・受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

パンフレットスタンド・DVDプレーヤーの購入費

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） 啓発コーナーの設置・相談窓口の機能強化を図る 78                 78                     

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 235628 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 東栄町

合計 - 393               364                   -

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

被害未然防止のためのカレンダー作製費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための資材提供による啓発 290               261                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 　なし

（強化） 22年度同様研修会への参加により相談員のさらなるレベルアップを図る(２回程度参加予定)

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）

（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） 啓発コーナーの設置(2か所)・相談窓口機能強化を図るための機材購入（パンフレットスタンド、DVDプレイヤー）

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）

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）

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） 　なし

（強化） 22年度同様被害未然防止のために年末に悪質商法撃退カレンダーを配布し注意を呼び掛ける

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-44             千円20年度差 29              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 29              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 364             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 73              千円

平成23年度の消費者行政予算 393               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 710             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 783               千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 　 人 平成23年度末予定 相談員数 　 人

相談員総数 -      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

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 235636 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 豊根村

合計 - 510               500                   -

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

啓発チラシ、啓発カレンダー作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育の実施と悪質な訪問販売による被害防止の
ための啓発

510               500                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

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） なし。

（強化） 全世帯に啓発チラシや啓発カレンダーを配布し消費者被害の未然防止を図る。

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-37             千円20年度差 -20             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             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 47              千円

平成23年度の消費者行政予算 510               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 900             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 947               千円

-                   

平成20年度の消費者行政予算 30                 

対象人員数計 追加的総費用



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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新 ）

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） 研修参加、講座受講の支援 602               602                   
国民生活センター等で開催される相談員養成に伴う研修参加
旅費、講座受講料

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談室の改修費、機能拡充に伴う必要機材・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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室の改修、機能拡充 783               783                   

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 232017 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 豊橋市

弁護士会委託費用

合計 - 8,721             8,721                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談者・弁護士・相談員による三者法律相談 756               756                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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２名の人件費 6,332             6,332                人件費（報酬・共済費）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝礼、講座用教材購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 金融経済教育講座の開催 248               248                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談員研修（専門・事例講座）6月開催に1回参加（相模原市　国民生活センター）

（強化） 既存の研修参加支援以外に毎年国民生活センター等で開催される研修参加を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 消費者庁関連等の図書の購入費

（強化）
平成21年度機能強化をし更に23年度において相談室の改修をし、機能拡充に伴う必要機材（椅子・机・脇机・パーテーションパネル）と併せて執務参
考資料を購入

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）

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） 平成22年度に引き続き、弁護士・相談員・相談者による三者法律相談を実施

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）

（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） 週5日、2人体制で消費生活相談を実施

（強化）
平成22年度から月額相談員を１名増員し、相談体制を週5日3人体制に拡充した。平成23年度は、更に月額相談員1名を増員し、週5日4人体制に拡
充する

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） 市民向けの消費生活講座等の開催

（強化） 平成22年度に引き続き小学生（保護者同伴）等を対象とした金融経済教育講座を開催するために必要な講師謝礼、講座用教材(くらしの豆知識)を購入

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）

（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

対象人員数
（報酬引上げ）

1

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）

2      3,120          

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-100           千円20年度差 -497           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 6,332             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,817          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,721          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,917          千円

平成23年度の消費者行政予算 15,538           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 4,902          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11,819           千円

2      6,332             

平成20年度の消費者行政予算 7,314             

1      

対象人員数計 追加的総費用



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 ○
既存の研修参加支援以外に毎年国民生活センター等で開催される研修参加を支
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 ○ 平成22年度より増員した相談員の報酬を月額223,600円から236,600円とし13,000
円報酬単価を引き上げる。

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 5      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 - 人

相談員総数 5      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 消費生活相談員・行政職員の研修参加のための旅費等支援                202                    202 国民生活センター、名古屋の研修参加のための旅費、研修参加費

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）

センター用車両購入費、備品等購入費、センター案内新聞掲
載料

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）
消費生活相談等の拡充（平成２２年７月１日に消費生活
センター開設）

             1,500                 1,500

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 232076 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 豊川市

合計 - 20,061           20,061               -

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 消費生活相談員の報酬等拡充分              7,860                 7,860
相談窓口拡充分・報酬引上げ分の人件費　(報酬・共済費・賃
金・費用弁償)

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者被害未然防止のための啓発・教育パンフ購入費(消費生活相談・
多重債務相談窓口のＰＲ入り)、パンフ各戸配布委託料、落語による出前
講座講師謝礼

⑭商品テスト強化事業 クリーニングに係る検査経費                  60                      60 三河繊維技術センター（検査手数料）

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等            10,439                10,439

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談員・行政職員の県外研修なし

（強化） 相談員の（県外・県内）の研修参加のための旅費等支援(相談員3人×1回分)、行政職員を「消費生活相談員養成講座」の聴講に参加させ、相談事務
のサポートをさせる。

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）
消費生活相談窓口から消費生活センターに機能の格上げをするため、センターとなる会議室を改修(会議室改造工事、内線電話増設工事等)するとと
もに必要な備品等(相談机、書庫、ローカウンター等35点)や学習のための書籍を引き続き購入し、平成22年７月１日に消費生活センターを設立した。
消費生活センターの案内を新聞掲載。

（強化）
消費生活相談窓口から消費生活センターに機能の格上げにより、出前講座、各種ＰＲを拡充するために車両を購入するとともに必要な備品等(コピー
機等)や学習のための書籍を引き続き購入し、消費生活センター事業を活性化する。　消費生活センターの案内を新聞掲載。

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）

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）

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） 月曜日（４時間）、金曜日（６時間）の相談窓口、有資格者は金曜日のみ

（強化）
月～金曜日（６時間）に相談業務を行う有資格者を市の嘱託員として常勤化する。相談員を常時２人体制にするために臨時相談員、消費者教育・啓発
のために臨時職員を雇い入れる。また、あっせんの強化を図るとともに、それに対応する従前からの相談員の報酬を引き上げる

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） なし

（強化） 愛知県産業技術研究所　三河繊維技術センター（蒲郡市）　クリーニングに係る検査実施

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者に対する悪質商法被害防止の出前講座開催（講師は職員であるため平成20年度予算は0千円。)、教材は無料で入手できるもののみを使用。

（強化） 悪質商法被害防止の冊子を市内全世帯（66，000）に配布、悪質商法パンフ購入。落語（落語家による）を織り交ぜた出前講座（講師　消費生活相談員）開催

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

1

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）

4      5,380          

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-224           千円20年度差 112             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 7,860             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,979          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 20,061        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 2,203          千円

平成23年度の消費者行政予算 22,040           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 12,431        千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 14,634           千円

4      7,860             

平成20年度の消費者行政予算 1,867             

1      

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 国民生活センター等研修参加のための旅費等支援。

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 ○ 消費生活相談員の報酬をアップした。

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 4      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の県内研修への参加支援2名、市職員県外研修1名 160               160                   研修参加費、旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

パソコン、消費生活相談図書の購入費

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） 執務参考資料購入・機材、事務用機器の設置 202               202                   

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 232149 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 蒲郡市

合計 - 4,390             4,390                -

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 消費生活相談員の2名（22年度1名、23年度より１名増） 3,728             3,728                相談員の2名(報酬・社会保険料)

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

高齢者向け等パンフレットの作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の啓発 300               300                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） なし(今まで予算化していない)

（強化） 県内での開催研修に相談員2名参加できるように旅費・参加費を支援・市の担当職員レベルアップ研修（市町村アカデミー）県外の旅費・参加費

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）

専用の消費生活相談室を確保し、パソコンの導入、書籍の設置及び相談室設置にともなう改造（担当課のフロアーの一部を間仕切りして相談室を設
置）

（強化） 職員増に伴うパソコンの追加導入1台、書籍の追加購入

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）

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）

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） 毎週木曜日に１人体制で消費生活相談実施

（強化） 消費生活相談員を平成22年度に引き続き１名を増員し、週５日体制(木曜日は3人体制、それ以外は2人体制)で消費生活相談を実施

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） 要望があれば、出前講座を実施している。

（強化） 高齢者等を対象に配布するパンフレットの購入（老人クラブなどで行なう説明会用600冊程度）。説明会の開催（老人クラブを対象に１０回程度）

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）



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

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

2      2,928          

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-11             千円20年度差 41              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,728             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 663             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,390          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 674             

平成23年度の消費者行政予算 5,053          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 1,800          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,474          千円

2      3,728             

平成20年度の消費者行政予算 622               

－

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 県内開催の研修参加のための旅費、参加費

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 ○ 消費生活相談員の資格取得者に優遇(時給870円を1,080円に増額して待遇改善を

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 相談員の研修への参加支援 194               105                   旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員執務参考資料購入経費

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） 執務参考資料購入 17                 7                       

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 232319 平成 23都道府県名 愛知県 市町村名 田原市

合計 - 611               512                   -

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

講師謝礼、講師旅費及び啓発品作成・配布経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 中学生を対象とした消費者教育及び啓発 400               400                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 市が費用弁償で旅費を支給している。（年２回）、消費者行政活性化基金事業を活用して費用弁償で旅費を支給している。（年２回）

（強化） 前年度同様に、市費で年２回程度、消費者行政活性化基金事業で年２回程度の旅費を支給する。（年４回程度）

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） 市費で4冊程度、消費者行政活性化基金事業で4冊程度の参考資料を購入し、相談員のレベルアップを図る。

（強化） 前年度と同様に、市費で2冊程度、消費者行政活性化基金事業で2冊程度の参考資料を購入し、相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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）

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） 消費者生活講座を年9回開催している。

（強化）
既存の講座以外に中学生（３年生）を対象とした情報端末の普及に伴う消費者トラブル等の講座開催及び市の相談窓口入りの啓発品を５００個配布予
定

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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

-3              千円20年度差 62              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 815             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 512             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 818             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,327             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 512             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,330             千円

－ -                   

平成20年度の消費者行政予算 753               

－

対象人員数計 追加的総費用



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 ○ 研修会参加のための旅費を支給

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22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 5      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 5      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 5      人 平成23年度末予定


