
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）

講演会の開催、ガイドブック購入

3,610            

3,454                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

3,454            

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

講座開催の謝金、啓発パンフレット・啓発グッズの購入・作成

10,264              

994                  

消費生活相談員の旅費及び研修費等

1,032                

454                  

消費生活相談員の報酬

720                  

消費生活相談員の勤務時間、報酬額の見直し 994               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

弁護士への謝金（30千円×2回×12月）

平成 23都道府県名 福井県 市町村名 福井市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

食品表示・安全に関する啓発強化

3,610                

1,032            

事業の概要

自治体コード

10,264           

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

消費者被害防止のための啓発強化

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

720               

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

454               消費生活相談員の県外研修の参加支援

182010

事業経費

消費者センター機能の拡充と広報の強化

年度

備品・執務用図書等の充実、ＰＲパンフレット・ＰＲ映像の作成と配布・放映

弁護士と連携した相談窓口の開設

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化） 食の安全安心に関する講演会の開催、食の安全安心ガイドブックの購入及び配布

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化） 弁護士が同席し、消費生活相談員に助言・指導を行う特別相談会の実施（毎月2回・3時間）

（強化） 消費生活相談員の県外研修参加を支援（消費生活相談員：4名×2回）

（強化）

消費生活相談員の県外研修（各消費生活相談員が隔年で参加）（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）

相談室の新設・改修、消費者ルームの改修、相談業務用・消費者ルーム用・閲覧コーナー用備品の充実、執務用図書の購入

（強化） 消費者センター内備品・啓発パネルの充実、ＰＲパンフレット・ＰＲ映像の作成及び配布・放映、執務用図書の更なる充実

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

なし

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

なし

（強化）

なし

（強化） 平成２３年４月１日から消費生活相談員の勤務時間の延長（「9時～17時」を「8時30分～17時15分」に）、報酬額の引き上げ（125,000円/月を145,700円/月に）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

寸劇を活用した啓発講座の開催、啓発パンフレット・啓発グッズ等の作成・購入及び配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

なし

⑤消費生活相談スタートアップ事業（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

人 千円

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実地研修受入人数

人

研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

994                

年間実地研修受入総日数

4       

法人募集型

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

自治体参加型

年間研修総日数

4       

（既存）

（強化）

実施形態

4       

（強化）

612                

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 994               千円

20年度差 前年度差 -92             

千円

23,470           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

11,798        千円

千円

平成22年度末

人

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定

-1,446        

4      

千円

処遇改善の取組

人

千円

4      

○

○ 報酬額の見直し（「1,050円×7時間×17日≒125,000円」を「1,106円×7.75時間
×17日≒145,700円」へ）

①報酬の向上

県外研修参加のための旅費等の支援

平成23年度末予定

千円

平成22年度末

平成20年度の消費者行政予算 13,244           

千円

11,890        

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

相談員総数

-                  

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

消費生活相談員の配置 人

22,062           

10,264        

平成23年度末予定 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

11,580        千円

平成22年度末

4      相談員総数

相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度都道府県名 福井県 市町村名

対象経費

自治体コード 182028 平成 23

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

敦賀市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

ＣＤラジカセの購入

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） 啓発用備品購入 15                15                    

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）

弁護士への謝金

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 弁護士による相談員への助言 252               252                  

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）

うちわ作成、チラシ及び教材ビデオ、ＤＶＤ等の購入。ＦＭ放送を通じての啓発

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 1,059            1,059                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談業務の迅速を図る 2,191            2,191                報酬及び社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,517            3,517                -

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） 市民教室や出前講座等に使用するCDラジカセがない

（強化） 市民教室や出前講座等で、ＣＤを利用した講座を行うためにＣＤラジカセを購入する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 相談員が受付した案件により、弁護士等に斡旋

（強化） 相談員が受付した案件により、窓口でより高度な相談体制を構築するため、相談員が弁護士にアドバイスを受ける。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座の開催（公民館で高齢者向けに国、県等から送付されたパンフレットを持参して開催）

（強化） 高齢者、若者向けの悪徳商法被害防止のためのうちわ及びパンフレット、ＤＶＤ等の購入。高齢者のほか、中学生、高校生向けの出前講座の開催。FM放送を通して啓発放送を行う。

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） 相談員２名で、相談業務及びＰＩＯ－ＮＥＴの入力を担当

（強化） 相談件数の増加やＰＩＯ－ＮＥＴの入力業務等の増加が見込まれるため、相談員を１名増員（平成２１年４月１日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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

1       2,191             

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       1,920             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 6,100            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,793          

平成22年度の消費者行政予算 12,934           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,141          千円

平成23年度の消費者行政予算 10,149           千円

20年度差 532             

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,517          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,191            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,632          千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

-2,509        千円

3      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 小浜市 23 年度182044 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

477               477                  

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） 相談員の研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 720               720                  啓発用パンフレットの作成、悪質商法被害防止のための出前講座の実施

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,196            1,992                

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

非常勤職員の報酬、社会保険料他

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名を増員する

3,393            3,189                

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県開催研修には不参加

（強化） 国民生活センター研修（相模原市他３名のべ９回）県開催研修（福井市3名のべ22回）相談員や担当職員のレベルアップを図る

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広域ネットワーク支援事業でパンフレット等作成

（強化） 悪質商法被害防止のためのパンフレット等啓発用品を作成し、出前講座やキャンペーンで配布。電子掲示板を活用し周知、啓発する

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） 常勤職員１名兼務

（強化） 相談員２名を増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴを設置し、相談事案の早期入力の実施によって、事務を効率的に推進する。平成21年4月～

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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

3       1,992             

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       1,773             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 266               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 50                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,249          

平成22年度の消費者行政予算 6,678            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 429             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,617            千円

20年度差 162             

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,189          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 50                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,992            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 428             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 1      人

-1              千円

3      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 昨年度に引き続き、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）

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 大野市 23 年度182052 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談業務効率化を図る 50                50                    

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入

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）

123               123                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

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） 国民生活センター主催研修会受講

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育・啓発 270               270                  教材・緊急チラシ・消費者センターだより作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,522            2,522                

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

報酬・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置（１名）

2,965            2,965                

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） なし

（強化） 相談に関する書類の廃棄用としてシュレッダーを購入し事務の効率化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（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） 県内関係機関が主催する研修会に参加

（強化） 新たに雇用した相談員をレベルアップさせるため研修に参加する旅費を支援

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）

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） 広域連絡会でオリジナルティッシュや悪質訪問販売お断りシール、講座用リーフレットの配布や啓発パネルを作成し啓発活動を行うとともに、市ホームページで周知を図った。

（強化） 消費者センターだよりを発行し定期的に情報提供する。デイケアホーム等に呼びかけ講座を開催する。

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） 常勤職員が相談業務等に対応。

（強化） 消費者庁創設に伴い増大する事務を円滑に実施し、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力時間短縮等を図るため相談員１名を平成21年5月1日より配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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

1       2,522             

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       1,560             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 888               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,973          

平成22年度の消費者行政予算 3,894            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 921             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,946            千円

20年度差 93              

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,965          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 2,522            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 981             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

60              千円

1      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

①報酬の向上 ○ 月額報酬を5,500円アップする。

人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員としてのレベルアップを図るため、国民生活センター主催の研修に参加させる。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 勝山市 23 年度182061 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センターの充実 128               128                  

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

360               321                  

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）

265               265                  

報酬、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 実務的研修への参加支援

旅費、参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士と連携した相談の実施 300               300                  弁護士謝礼

⑧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

184               184                  

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）

バス借上げ代

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座開催と啓発活動 481               481                  啓発物品・啓発リーフレット購入、出前講座用備品購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の表示や安全性に関し施設の視察研修の開催

1,373            1,224                

 

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員増員分の報酬、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員１名増員

3,091            2,903                

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） 相談・出前講座に対応する事務用機器等の整備が必要

（強化） センター相談室に必要な備品（案内看板・シュレッダー）の購入、記録用のデジカメの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 実務的研修参加支援（座学研修３日、実地研修４７日）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップを図るため、研修に参加（旅費及び日当の支給）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員がより高度な相談に対応できるよう、月１回弁護士を活用した相談会の開催

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 奥越地区消費者行政連絡会にて工場見学を実施

（強化） 市単独で（人数は倍となる）食品の表示や安全性に関した施設の視察を実施

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者を対象とした出前講座を実施。悪質被害防止キャンペーンの開催

（強化） 出前講座に必要な備品(キーボード)の購入、講座・講演会やキャンペーン時にリーフレットや啓発用品（ティッシュ等）を配布

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名

（強化） 平成２１年１０月より相談員１名を増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴの早期入力、出前講座の充実を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

対象人員数計 追加的総費用

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

1       1,224             

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       1,528             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 2,883            千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,290          

平成22年度の消費者行政予算 6,595            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,305          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,667            千円

20年度差 -119           

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,903          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,224            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,764          千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

-541           千円

2      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ レベルアップのための研修参加旅費等支給

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 鯖江市 23 年度182079 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センターの機能充実 437               437                  

①消費生活センター機能強化事業（新設）

消費者センター備品購入

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）

162               162                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費、参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

1,000            1,000                

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）

食品表示等の研修会、講演会(講師謝礼,実験用材料代,広報
印刷等)、啓発用品購入及びリーフレット作成

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強化 1,100            1,100                啓発用消耗品購入、啓発物印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業
食の安全安心研修会、体験実習、講演会等を開催し市
民の意識向上を図る。

2,201            2,201                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員1名増員分報酬、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の拡充(平成23年度)

4,900            4,900                

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） 相談室防音改修、放送器具購入

（強化） 消費者センター機能を充実させるため、各種パンフレット・書類整理用備品購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 一部の研修に自主参加

（強化） 研修参加回数を増やし旅費・負担金等を支援する。

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）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全安心研修会・体験実習・講演会等開催。啓発用品購入及びリーフレット作成

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各種パンフレット購入のみ

（強化） 既存事業より内容を充実させた各種パンフレット印刷、啓発用消耗品（グッズ）購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名体制

（強化） 啓発活動の強化やパイオネットの入力業務等の増加が見込まれるため相談員を1名増員し3名体制とする。（平成２３年４月１日から）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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

1       2,201             

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       1,952             

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 6,682            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,979          

平成22年度の消費者行政予算 10,439           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,460          千円

平成23年度の消費者行政予算 11,457           千円

20年度差 -125           

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,900          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,201            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,557          千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

97              千円

3      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費、参加負担金を支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 新たに消費生活相談に関する資格を取得した職員の処遇改善



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 あわら市 23 年度182087 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能の強化 260               260                  

①消費生活センター機能強化事業（新設）

出前講座用備品（プロジェクター等）および書籍購入

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）

118               118                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費および負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修参加

32                32                    

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）

講師謝礼および啓発品

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 630               630                  ポスター・標語を募集し、優秀作品で啓発品やパンフレットを作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全にかかる体験教室

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

1,040            1,040                

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） 専用相談室の設置

（強化） 出前講座用備品（プロジェクター・スクリーン等）購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員（行政職員）研修参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に係る体験教室を開催(親子教室等対象)

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発リーフレット等をセンター窓口に配備。街頭啓発、出前講座の実施。

（強化） 小中学生等を対象にしたポスター・標語を募集し、優秀作品を利用し消費者被害防止のための啓発を実施。（出前講座・街頭啓発）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 170               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,685          

平成22年度の消費者行政予算 2,905            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 220             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,253            千円

20年度差 43              

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,040          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）対象の賃料、人件費等

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 213             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 2      人

-7              千円

2      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 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報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 越前市 23 年度182095 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能拡充 217               217                  

①消費生活センター機能強化事業（新設）

機能強化備品（パンフレットスタンドなど）購入、執務参考資料購入

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）

316               316                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加旅費、教材費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 高度な相談に対する相談員への専門有識者の活用 300               300                  相談アドバイザー（弁護士）への謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修会への参加支援（３名）

175               175                  

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）

講師謝金、講師旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発用広報、リーフレット作成、出前講座開催 989               989                  広報・リーフレット印刷、パネルシアター謝礼等

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全安心に関する消費者講演会の開催

2,164            1,883                

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

定数外職員（１名）の雇用、賃金１、６４７千円、共済費２３６千円

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 消費者庁創設に伴う業務量の増に対する人的体制の整備

4,281            4,000                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者教育・啓発等を担う地域の消費者サポーターの養成 120               120                  講師謝金

⑱消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） 相談室の増設、事務用機器（パソコン、ファックスコピー複合機、デジカメ、ヘッドセット電話機等）の整備、センター周知用ティッシュ作成等

（強化） 事務用備品（パネルスタンド、出前講座用パネルステージ、ICレコーダー）の購入、執務参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員の県外研修旅費はなく、どうしても参加したい場合は自費で参加

（強化） 相談員３名と行政職員の研修参加（国セン専門事例研修等）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 専門性が問われる内容の相談に対しては、対応できず処理不能

（強化） 専門性が問われる内容の相談に対して、相談員が専門家のアドバイスを受け対応（年間６０回程度）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全機能に係る消費者啓発の強化（大学講師等専門家による食品表示に関する消費者講演会の開催）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県等からのパンフレット、講師の派遣による消費者出前講座の開催

（強化） 消費者啓発の強化（消費者グループによる出前講座及びパネルシアターの実施、悪質商法啓発用リーフレット等の作成）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名で対応

（強化） 消費者庁創設等に伴い増大する業務を円滑に推進するため、定数外職員（１名）を雇用し、相談業務の強化を図る(平成２１年１１月９日から）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消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） 地域での見守り活動、啓発活動等を担う消費者サポーターの養成と設置

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

対象人員数計 追加的総費用

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

1       1,883             

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       1,680             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 10,103           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,000          

平成22年度の消費者行政予算 14,309           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,309          千円

平成23年度の消費者行政予算 13,764           千円

20年度差 -339           

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,883            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,764          千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

455             千円

3      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県等が主催する専門研修に参加（相談員３名×３回等）

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 坂井市 23 年度182109 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者センターの強化 26                26                    

①消費生活センター機能強化事業（新設）

書籍購入

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）

228 228

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（１名）、担当職員（１名）の研修への参加支援

244 244

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）

啓発教室開催、イベント時啓発（健康フェア等のパネル展示会、啓発物配布）

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 1,444 1,444 消費者教育のためのパンフレット作成、被害防止の為の啓発用パンフレットの作
成（子供、一般、高齢者を対象）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全に関する啓発

2,469            2,309                

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

専門相談員を平成２１年４月より１名配置。ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、データ入力をする。

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

4,411            4,251                

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） 消費者センターを本課に併設。専門相談員を配置。参考書籍を購入する

（強化） 専門相談員配置により相談業務が増加し、相談内容も複雑な為、それに対応する為に参考書籍をさらに充実する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 研修に相談員１名、担当職員１名を参加できるよう旅費（国民生活センター研修等）を支援

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発教室開催（５回程度、子供、一般、親子等を対象にした教室）時、講師謝礼、啓発用品。イベント時啓発（健康フェア等のパネル展示会、啓発物配布）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 坂井地区広域消費者行政推進委員会で国民生活センターや相談員協会のパンフレットを啓発用チラシとして使用。トラブル防止教室を県センターの相談員に講師派遣依頼をして行っていた。各消費者団体による啓発活動。

（強化） 消費者教育や被害防止のための啓発パンフレットを作成（子供、一般、高齢者を対象）。出前講座（市の相談員が講座をする）。消費者団体連絡協議会を発足し、各団体が連携して、様々な消費者啓発の活動に取り組む（食の安全･安心、暮らしの安全・安心）

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） 行政職員が相談を担当

（強化） 専門相談員を平成２１年４月から配置し、相談業務の増加を迅速に対応する。また、ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、データー入力をする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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

1       2,309             

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       1,440             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 316               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,165          

平成22年度の消費者行政予算 4,167            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                千円

平成23年度の消費者行政予算 4,253            千円

20年度差 -314           

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,251          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,309            

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

-                千円

1      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 県外研修参加のための旅費を支援

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）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

183229 平成 23 年度都道府県名 福井県 市町村名 永平寺町 自治体コード

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発事業 900               900                  
消費講演会・啓発寸劇による講師謝礼,高齢者向け研修会の開催、悪質商法防止啓発として
パンフレットや啓発商品により普及推進する。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

960               960                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出前相談事業による相談強化 60                60                    弁護士、司法書士特別出前相談所の謝礼

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）

-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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者委員が簡単な寸劇等により啓発活動を行った。

（強化） 消費者講演会講師謝礼。高齢者対象消費生活トラブル啓発用寸劇謝礼、新成人に対して悪質防止啓発としてパンフレット作成費、啓発商品の購入。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士、司法書士を活用（同席）した特別出前相談所の開設　（２回）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 249               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,730          

平成22年度の消費者行政予算 2,730            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 960               千円

20年度差 -249           

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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

-                千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 池田町 23 年度183822 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談対応力向上のために書籍を購入する。 10                10                    消費者トラブルへの対処法等を記した書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 600               600                  高齢者向けの啓発タオルの作成、ケーブルテレビにて啓発番組の製作

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

610               610                  

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） 相談対応力向上のために書籍購入。書籍、啓発グッズを保管する保管庫を購入する。相談業務等で用いるパソコンの購入。

（強化） 法改正、最新事例に対応するために書籍を購入する。

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 南越地区消費者行政連絡会で啓発物を作成、老人クラブ向けに講座を開催。

（強化） 消費者被害防止のための啓発番組をケーブルテレビにて作成。また、消費者啓発タオルを作成し、配布。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 28                千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 530               

平成22年度の消費者行政予算 530               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 610               千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 610               千円

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

相談員総数 -      

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 20年度差 -28             

人

-                千円

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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 南越前町 23 年度184047 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の周知 507               507                  住民への窓口周知にかかる経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

56                38                    

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） 相談員研修参加支援

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 消費者教育・啓発活動の拡充 783               780                  啓発活動用品、教育啓発用品、消費者フォーラム開催委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,346            1,325                

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） 相談窓口と消費生活情報を掲示する看板の設置のみ

（強化） 住民に窓口周知と消費生活に関する情報を毎月広報紙面に掲載、窓口周知用の啓発用品を配布して強化を図る

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧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） 費用のかかる研修会には参加していない

（強化） 国ｾﾝへの研修を実施しレベルアップを図る

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発用グッズを配布する程度である

（強化） 住民に身近に活用してもらえる啓発用品(カレンダー）を全戸配布、消費者教育・啓発活動の強化により消費者被害の未然防止を図る

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 161               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,078          

平成22年度の消費者行政予算 1,256            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 178             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,522            千円

20年度差 36              

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,325          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 -                  

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 197             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

19              千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 越前町 23 年度184233 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の拡充 5                  5                      参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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 被害防止を中心とした啓発事業 295               295                  防止教室・食の安全安心の研修会開催・啓発用グッズ等の配布

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

300               300                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 図書購入（悪質商法被害救済の実務図書）

（強化） 相談対応レベルアップのため、図書等購入（消費者被害の上手な対処法）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費相談窓口にパンフレット設置啓発

（強化） 寸劇によるトラブル防止教室の開催、食の安全・安心に関する研修会を出前講座にて町内全域で開催、各種行事において、啓発用グッズを配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 221               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 292             

平成22年度の消費者行政予算 300               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8                千円

平成23年度の消費者行政予算 300               千円

20年度差 -221           

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

-8              千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 美浜町 23 年度184420 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談用参考図書購入経費 11                11                    参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

11                11                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

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） 相談職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発及び講座 128               128                  啓発用チラシ及び物品の作成・配布。啓発講座開催

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

150               150                  

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） 消費者相談に必要な参考図書を購入し、相談窓口の強化に取り組んだが、まだ充分ではない。

（強化） 多様化している消費者問題の相談に対応できる窓口職員のレベルアップを図るため、参考図書をさらに充実する。

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） 消費者問題の研修に参加できていなかった。

（強化） 相談窓口職員が研修に参加し、多様化している消費者問題に対応できるようにレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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） 行政チャンネル等での消費者被害防止の呼びかけ。

（強化） 消費者被害防止チラシ等の作成。啓発講座の開催。

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）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

対象人員数計 追加的総費用

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）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 273               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             

平成22年度の消費者行政予算 343               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 213             千円

平成23年度の消費者行政予算 345               千円

20年度差 -78             

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             千円

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

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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 195             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

-18             千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 高浜町 23 年度184811 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 関連参考図書購入 10                10                    執務参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用物品購入・パンフレット等啓発資料作成 242               242                  教材作成・購入費

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

252               252                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-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） 消費生活参考図書、参考資料の購入

（強化） 住居等のトラブル・契約関連、IT・インターネット関連等の最近増加傾向にある事例に対応するため、関連書籍を追加購入

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発グッズ等を配布(嶺南消費者行政連絡会）

（強化） 高齢者中心は従来通りだが、女性や家庭にいる年代、若年層などに対し、IT・インターネットトラブルにおける教育・啓発を強化するための啓発グッズを配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 133               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 145             

平成22年度の消費者行政予算 233               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 88              千円

平成23年度の消費者行政予算 354               千円

20年度差 -31             

うち基金（交付金相当分）対象経費 252             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 -                  

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 102             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

14              千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 おおい町 23 年度184837 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

26                26                    

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）

福井旅費8720×3回

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） 県の開催する研修会等に参加し相談受付のレベルアップを図る

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 講座開催の強化を図り、啓発等によりトラブル防止を図る 424               424                  パンフ購入96000・啓発用品購入283000・紙芝居材料11000・インクジェットプリンター34

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

450               450                  

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） なし

（強化） 県主催研修会等に参加することにより、社会傾向の問題等に係る相談窓口の強化レベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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） 福井嶺南広域消費者連絡会等の作成による教育啓発用パンフを利用していた。

（強化） ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ及び作成した紙芝居等を利用し、教育・講座等の開催(3回）及び街頭活動による消費者への啓発活性化を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

対象人員数計 追加的総費用

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）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 301               千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 640             

平成22年度の消費者行政予算 1,101            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 875               千円

20年度差 124             

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 -                  

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 425             千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

-36             千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 福井県 市町村名 若狭町 23 年度185019 平成

対象経費事業経費事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 利用しやすい相談窓口の拡充 20                20                    備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止広報資料の作成・配布 374               374                  印刷製本費

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

394               394                  

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） 消費生活関連法解説書などで自己研修。

（強化） 掲示用物品などの購入により設備を充実し、より利用しやすい相談窓口を開設する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 嶺南消費者行政連絡会で作成した広報誌を利用し、行事等の機会に広報啓発活動を実施。

（強化） 状況に合わせた広報誌を作成、全戸配布を実施する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 121               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 394             

平成22年度の消費者行政予算 485               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 91              千円

平成23年度の消費者行政予算 475               千円

20年度差 -40             

うち基金（交付金相当分）対象経費 394             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 81              千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

-10             千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


