
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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

526               

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）

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

事業経費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 ３０千円／1回×６０日

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書などの整
備、②展示コーナー等の拡充、③バスのアナウンス等

1,800                

①機器本体　　　　　　　　　　 　   備品購入費　 16,600千円
機器にかかる消耗品等　　　　　需用費　　　　　　400千円
機器設置にかかる基礎工事　　工事請負費　　　 700千円
②GMサーベイメータ　TGS-146　@391,650×1台

14,947

26,504              

事業の概要

-

弁護士による相談窓口のサポート及び実務Ｑ＆Ａマニュ
アル作成（既存の弁護士活用は多重債務に特化し、か
つ相談員が法的処理が必要と判断した後の連携であり、
内容重複せず）

国セン主催の研修参加（７回）支援

①授業など中学校と協働し、中学生を対象とする啓発、
②消費生活展の開催（年3回）などによる市民に対する広
報、③一般公募の消費者モニターを賢い消費者に育成
するため、消費生活に関する市外の施設見学をする。④
広報ぎふ増刷記事⑤協働による地域啓発

基金（交付金相当
分）対象経費

3,704            

6,568            

368                  

1,800            

平成 23都道府県名 岐阜県 市町村名 岐阜市 自治体コード 212016

事業名

③消費生活センター機能強化事業（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）

5,778                

旅費、受講料

-31,243          

対象経費

①書籍など１，０６２千円、②大判プリンター等６５０千円、パネ
ルなど６９８千円、③広告料等１，２０１千円

①リーフレットなど４５０千円、②業務委託費８００千円、会場設
置委託費１，０５０千円、謝金４８４千円（寸劇、消費者団体な
ど）、パネルなど６５０千円、冊子など１，０９２千円、③バス５２千
円④印刷製本費９００千円⑤委託費３００千円

3,611                

18,645
①市内に流通する食品に対する放射線測定検査体制の
確立
②放射線測定器購入



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

①市民の食に対する安全・安心を確保するために、以下の流れにより検査体制を整える。
１保健所食品衛生課が市内に流通する食品から検体を採取する。
２採取した検体について、衛生試験所がゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトメトリーを用いて検査測定する。
３衛生試験所が成績書を発行する。
４食品衛生課が検査結果を受け、結果により業者等に指導する。
②岐阜市内で生産され直売所等へ出荷される農産物の表面調査等を行うために放射線測定器を購入する。

①②なし

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）
①授業などで、中学校と協働し、中学生を対象とする啓発②大型ショッピングセンターなどで市民団体などと協議し、消費生活展を開
催することによる幅広い市民に対する広報③地域の核となる賢い消費者を育成するため、見識を深める施設見学④悪質商法等を市
民に広く啓発⑤地域の方と協働して広報するための素材の作成

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

①なし②コミセンなどを巡回展示することによる地域市民に対する広報③既存の消費者モニター制度④なし⑤なし

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

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）

事業名

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化） 相談員等の研修参加支援（１人当たり１年に２回に増加、職員は、1人当たり１年に１回に増加）

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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

①相談業務の高度化複雑化対応のため専門書、DVDなどの整備、②大判プリンター設置、駐車券機設置、パネル設置、パンフレッ
ト増刷、③バスのアナウンス、バス車内での広告

（既存）

（強化）

①啓発用雑誌などを購入、②既存のパネルを展示③なし

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

多重債務問題について弁護士と連携

（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

（既存）

相談員等の研修参加支援（１人当たり２年に１回）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 相談員の相談能力アップのための弁護士活用

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）
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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

-                   

-      -                   

対象人員数計 追加的総費用

人日

-      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

研修参加・受入要望

年間研修総日数

-      参加者数

-      

実施形態

人

追加的総業務量（総時間）

-      

法人募集型

自治体参加型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 -      

人



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

③就労環境の向上

④その他

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      

3,393          千円

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20,727        千円 20年度差 5,206          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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）対象外経費

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,198          

-                  

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

千円

平成20年度の消費者行政予算

26,532          千円

人

人

相談員数

相談員総数

-      

4      

千円

千円

-      平成23年度末予定人

26,504        

17,334        

-                  

47,231          

相談員総数 人 平成23年度末予定平成22年度末

千円

千円

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

千円15,521          

平成22年度末

処遇改善の取組

うち定数内の相談員 相談員数

千円

-                  

相談員全員が年間２回の研修参加

具体的内容

4      



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 岐阜県 市町村名 大垣市 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 212024 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）

ノートパソコン・ウィルスソフト等一式

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） インターネット接続用パソコンの購入 203               203                  

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加に伴う旅費 32                32                    旅費32千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

マグネット（57円×3,000枚）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 マグネットの作成 171               171                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬等 3,869            3,689                相談員報酬 1,140千円（1名）、賃金　2,549千円（3名）

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 - 4,275            4,095                -

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） 消費生活相談員１名が週１回相談対応、その他については職員が窓口対応

（強化） パイオネット端末ではインターネット検索ができず不便であるため専用の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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 研修参加に伴う旅費を支給する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法・振り込め詐欺などの被害未然防止を図るため啓発グッズを作製する。

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） 消費生活相談員１名が週１回相談対応、その他については職員が窓口対応

（強化） 新たに臨時職員１名を追加雇用し相談体制強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

4      3,454             

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

4      3,689             

平成20年度の消費者行政予算 862               千円

平成22年度の消費者行政予算 3,736            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,921          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 815            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,904            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,095          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 3,689            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 809            千円 20年度差 -53            -6              千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 研修参加時の旅費を支給

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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 高山市 自治体コード 212032 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）

300               300                  

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300千円

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） 消費者行政担当者研修・国センへの研修

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 出前講座・消費者教育講座 1,130            1,130                講師謝礼630千円、啓発物品500千円

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

1,430            1,430                

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）

-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） 国民生活センター研修H20-1回（1名）　H21-0回　H22-4回（のべ4名）　受講。

（強化） 国民生活センター研修を年３講座（のべ3名）、県のレベルアップ研修を年７講座（のべ7名）受講する。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 依頼があった町内会や長寿会への出前講座の開催、CATVやFMラジオ、市広報紙による啓発

（強化）
消費者地域啓発活動講師謝礼630千円（市内で消費生活講座の開催30千円×21地区）
啓発物品500千円

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

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 617               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,663            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,070          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 593            千円

平成23年度の消費者行政予算 10,601          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,430          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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,171          千円 20年度差 8,554          8,578          千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 多治見市 自治体コード 212041 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）

104               104                  

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49,740円×2人、受講料2,140円×2人

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） 国セン主催の研修参加（２回）

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

1,692            1,692                

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

消費生活相談員（無資格）への報酬、122,500円×12月、社会保険料222,000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 消費生活相談員（無資格）の採用

2,372            2,372                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活相談の実施 576               576                  消費生活相談員への謝礼1,200円×4時間×120日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-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） 研修に参加したことなし

（強化） ２２年から、行政職員２名が国セン主催の相模原で行われる職員講座に参加

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）

（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） 相談件数の増加に対応するため、２２年４月から毎日勤務、１日６時間勤務の相談員（無資格者）を配置

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） 消費生活相談員同席の消費生活相談（毎週月・金の午後）の実施（相談への対応や困難事業の解決等に関して直接助言をもらい、実施能力の向上を図る）



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

人 千円

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      1,470             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      1,692             



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 972               千円

平成22年度の消費者行政予算 3,517            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,513          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 1,004          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,250            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,372          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 1,692            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 878            千円 20年度差 -94            

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

-126           千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 県主催のレベルアップ事業に参加

③就労環境の向上

④その他 ○ ２２年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 岐阜県 市町村名 関市 自治体コード 212059 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） 消費生活相談に要する参考図書の購入 17                17                    
消費者六法　　5,775円
消費者庁法令集　3,000円
現代消費者法（年4回発行）　　7,600円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

1,095            1,095                

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員用
消費生活相談員養成講座　基礎コース【国民生活センター主催】
開催場所　東京　開催期間　２週間(12日間)
交通費＋日当＋宿泊費　　　24,160円＋（2,200円×6日+1,100円
×4日）＋10,900円×12泊=172,560円
消費生活相談員養成講座　実務コース【国民生活センター主催】
開催場所　東京　開催期間　２週間(12日間)
交通費＋日当＋宿泊費　　　24,160円＋（2,200円×6日+1,100円
×4日）＋10,900円×12泊=172,560円
消費生活専門相談員育成支援コース【国民生活センター主催】
開催場所　名古屋　開催期間　5日間
交通費＋日当　　（2,200円×5日+2,200円×5日）×1人=22,000円
市職員用
消費生活相談基礎講座【国民生活センター主催】
開催場所　京都府　日数　　　５日間
交通費＋日当＋宿泊費　　（13,480円+2,400円×5日+11,900円×
4泊）×1人=73,080円
開催場所　広島市　日数　　　５日間
交通費＋日当＋宿泊費　（30,260円+2,400円×5日+11,900円×4
泊）×1人=89,860円
消費生活相談員養成講座　基礎コース【国民生活センター主催】
開催場所　東京　開催期間　２週間(12日間)
交通費＋日当＋宿泊費　　　24,160円＋（2,400円×6日+1,200円
×4日）＋11,900円×12泊=186,160円
消費生活相談員養成講座　実務コース【国民生活センター主催】
開催場所　東京　開催期間　２週間(12日間)
交通費＋日当＋宿泊費　　　24,160円＋（2,400円×6日+1,200円
×4日）＋11,900円×12泊=186,160円
専門・事例講座【国民生活センター主催】
開催場所　相模原　日数　４日
交通費＋日当＋宿泊費　　（24,160円+2,400円×3＋1,200＋
11,900×3泊）×2人=136,520円
相談員等スキルアップ講座【中部経済産業局消費経済課主催】
開催場所　名古屋市　日数　６日間（偶数月に開催）
交通費＋日当　　（2,200円×6日＋2,400円×6日）×2人=55,200
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） 国民生活センター等が主催する研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業



⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発用パンフレットの作成（窓口用） 238               238                  

窓口用パンフレット【悪質商法にだまされるものか】
68円×500部×1.05=35,700円
窓口用パンフレット【これってアヤシクない？】
136円×500部×1.05=71,400円
窓口用パンフレット【その電話あやしくないですか?】
68円×500部×1.05=35,700円
窓口用パンフレット【みんなで防ごう悪質商法】
136円×500部×1.05=71,400円
窓口用パンフレット【消費者ホットラインにお電話ください】
44円×500部×1.05=23,100円

1,643            1,643                

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

非常勤職員として採用の場合
賃　金 ： 1,160円×6H×4日×52週＝1,447,680円
共済費 ： 社会保険 ＝ 15,132円×12ヶ月＝181,584円
　　　　　　（1,160円×6H×16日＝111,360円　→　標 111,000
円）
雇用保険 ＝ 13,753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 消費生活相談員の採用（1名）

2,993            2,993                

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） なし

（強化） 専門相談員を雇い入れ、週4回の勤務で相談業務を行うための相談室の設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が行う研修会に参加して、消費生活相談員の資格取得と相談業務のレベルアップを目指す

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 庁舎受付・相談窓口にパンフレットを設置し来庁者への啓発活動を行う

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） なし

（強化） 専門相談員の雇用を継続し、週4回の勤務で相談業務を行う

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      1,248             

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

1      1,643             

平成20年度の消費者行政予算 551               千円

平成22年度の消費者行政予算 6,394            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,862          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 532            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,540            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,993          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 1,643            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 547            千円 20年度差 -4              15              千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 相談員の資格取得と相談業向上に向け研修会参加を支援する

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 岐阜県 市町村名 中津川市 自治体コード 212067 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）
ホットライン用専用線工事・電話機・必要備品・必要図書
の購入・ＰＲチラシの製作

416               344                  

ホットライン用専用線引込工事費　20,000円・ホットライン用電話機
80,000円　図書購入　50,000円・相談机等備品購入（庁舎内レイアウト
変更に係る追加配備）　120,000円　　相談室設置ＰＲチラシ作製
74,000円
※専用線にかかる通信料は一般財源（72,000円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

447               353                  

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）

研修会参加者負担金（相談員・担当職員分）
（宿泊研修2回・日帰り有料研修15回・日帰り無料研修23回を予定・振
込手数料）
20,000円＋90,000円+1,000円
研修会交通費（相談員・担当職員分）
（宿泊研修・日帰り研修（名古屋・岐阜）・日帰り研修（高速道路利用））
60,000円+100,000円＋82,000円
※担当者会議等に係る交通費等は一般財源（18,000円）
※相談員資格認定試験受講料は一般財源（20,000円）
※その他（ガソリン代等の経常経費）は一般財源（56,000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）

国民生活センターほかが主催する研修会に参加し、相
談員として必要な知識・技術を取得
相談員（担当行政職員）のレベルアップを図るため、県、
国民生活センター等が主催する研修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座・啓発チラシ・教材等作成 137               -                     
既存事業につき一般財源。今年度も引き続き人材育成をメインとするた
め、前年と同程度の規模・回数を実施。
※教材作成費（24,000円）・出前講座テキスト作成費（113,000円）

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,280            2,268                

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

相談員賃金・社会保険料・労働保険料
1,977,000円＋272,000円＋31,000円（うち21,000円　市負担）

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名を雇用し専門に相談業務に従事

3,280            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）

（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） 未整備

（強化）
消費者ホットライン用の専用線・電話機を整備。組織改編によるレイアウト変更に伴う必要備品（机・椅子）の追加購入。ＰＲチラシの増
刷（回覧・出前講座配布用合わせて5,000枚を予定）。必要図書の購入。

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） 県が主催する担当職員研修会に出席（年２回程度）

（強化） 相談員・担当職員の知識向上を目的に、県・国民生活センターが主催する各種研修会に参加（35回を予定）

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） 市民への出前講座の実施（年１０回以上）・啓発チラシの作製（随時）・教材の作製

（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） 相談員はいない

（強化） 専門に相談にあたる「相談員」を１名雇用。（毎週月～金　通年雇用）　相談員の経験年数加算（1,000円/月）の実施。

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

対象人員数計 追加的総費用

1      2,268             

平成20年度の消費者行政予算 405               千円

平成22年度の消費者行政予算 4,623            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,311          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 312            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,280            千円

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 2,268            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 315            千円 20年度差 -90            3               千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 経験年数による報酬額加算（1,000円/月）　資格取得時基本給の上乗せ（15,000円/月）

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 研修会参加費および交通費を負担。

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）

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） 消費生活に係る事務職員の研修参加                169                   169
国民生活センター教育研修事業への参加旅費・宿泊費・日当（３回、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）

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

2,377            2,377                

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）

一般世帯(7,500部)、小学校高学年・中学生(1,100部)、高校生(500
部)、高齢者向け(500部)の啓発グッズの購入及び庁舎窓口配布用啓
発グッズの購入
消費生活にかかる専門員を招いて講習会を開催(年３回程度）
啓発用パネル（５枚）購入
啓発用備品（スクリーン１台、ワイヤレスマイク・アンプチュ－ナーユニッ
ト一式）購入
脱着式暗幕セット購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,546            2,546                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜 市町村名 美濃市 自治体コード 212075



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 県開催の研修には事務職員が参加

（強化） 事務職員が研修に参加できるように旅費を支援し、知識のレベルアップをはかる

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） なし。

（強化）
一般世帯、小学校高学年・中学生、高校生、高齢者向けの啓発グッズの購入及び庁舎窓口配布用啓発グッズの購入
消費生活にかかる専門員を招いて講習会を開催(年３回程度）
啓発に係る備品の購入

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（既存）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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）

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）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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

実施形態 研修参加・受入要望



４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

千円

2,546          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -               千円

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

平成23年度末予定 相談員数 人人

相談員数 人

うち委託等の相談員 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 人 平成23年度末予定

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

前年度差 -               千円

人 平成23年度末予定 相談員総数 -      -      

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,546            千円

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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

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 -               

平成22年度の消費者行政予算 3,627            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,627 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

②研修参加支援  

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 岐阜県 市町村名 瑞浪市 自治体コード 212083 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） 相談用図書購入 18                18                    図書代18,000円3冊

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
消費者被害未然防止啓発及び相談窓口周知のため全
世帯にグッズを配布する。

1,790            1,774                マグネットシート13,000世帯×130円×1.05＝1,774,500円

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

1,808            1,792                

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） なし

（強化） 相談業務の強化を図るため必要な参考図書を購入

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）

（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） 警察等と協力して、スーパーなどで啓発活動を行っている。広報誌やホームページで相談窓口のお知らせをしている。

（強化）
全世帯に相談窓口の周知と被害防止のための、マグネットシート式の啓発用品を配布し注意喚起を促す。相談業務を充実させるた
め図書購入。

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）

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

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 30                千円

平成22年度の消費者行政予算 695               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 380            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 315            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,119            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,792          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 327            千円 20年度差 297            12              千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐　阜　県 市町村名 羽　島　市 自治体コード 212091 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） 　消費生活相談窓口の充実・強化 140               140                  　関係図書の購入　100千円　　　窓口宛名シールなど消耗品費　　40千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

59                59                    

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）

　旅費等の費用弁償（県内　　４回、　県外　　１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） 　行政担当職員・相談員等の研修会への参加支援

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

635               635                  

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

　相談員の報酬等（２名分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 　消費生活相談員の配置(２名）

834               834                  

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） 　　　　　　　　　　　　無　　　　し

（強化） 　　　相談員を２名配置し、相談窓口を通年で週２回規模で開設するため、相談業務に係る関係図書及び事務用品の購入

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） 　　　行政担当職員が、県主催の研修会等へ参加（自主財源）

（強化） 　　　行政担当職員・相談員等の、国セン及び県主催の研修会等への参加支援

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）

（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） 　　　　　　　　　　　　無　　　　し

（強化） 　　　消費生活相談員の配置に係る、２名分の報酬等

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

人 千円

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      624               

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

2      635               



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 286               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,041            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 798            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 243            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 834            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 635               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 243            千円 20年度差 -43            

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

-               千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 恵那市 自治体コード 212105 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

266               97                    

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）

参考資料購入、相談スペース設置経費

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） 専門相談員を置いた相談窓口を開設し、相談事業を実施

220               220                  

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）

研修参加のための旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員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

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,861            1,860                

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

相談員の社会保険料、賃金

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 専門相談員を雇用（1名）

2,347            2,177                

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） 成人式において消費者啓発用チラシの配布。

（強化） 相談スペースの確保や窓口周知のためのチラシ（作成予定枚数3,000枚）等の作成、相談業務に必要な書籍・資料等の購入。

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） 担当職員の県主催研修への参加。

（強化） 相談員のレベルアップを図り、知識を深めるために研修に参加する。（国セン研修　4回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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） 相談を専門的に受ける消費生活相談員を1名雇用する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

-      

対象人員数計 追加的総費用

1      1,860             

平成20年度の消費者行政予算 145               千円

平成22年度の消費者行政予算 180               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 180            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,347            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,177          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,860            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 170            千円 20年度差 25              -10            千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 美濃加茂市 自治体コード 211313 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）

200               200                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,274            1,274                

相談員旅費【旅費95×2人(190)】　研修費【負担金(10)】

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） 国セン、県主催の研修参加

【備品購入費】1,274,000円

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）
相談窓口の住民周知
窓口巡回用車両の購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法等に対する被害防止の啓発、住民周知 200               200                  
【印刷製本費】150,000円
 教材購入費【消耗品費】50,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

4,601            4,601                

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【年額1,788千円×2人(3,576）、3カ月447千円×1人
(447)】
費用弁済【年額64千円×2人(128)、3カ月16千円×1人(16)】
社会保険料【年額369千円/2人(369)、3カ月65千円/１人(65)】

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 相談員の増員（3名）

6,275            6,275                

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）

（強化） 消費生活相談員のレベルアップをはかるため、国セン及び県主催の研修に参加

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） 近隣の町と協定を締結し、消費生活相談の連携を図る

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） 悪徳商法等に対する被害防止の啓発のための資料を作成し、街頭啓発する

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）

（強化） 消費生活相談窓口開設に伴い、相談員（３名）の増員

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

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

前年度差 64              千円

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）

3      3,702             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3      4,601             

平成22年度の消費者行政予算 6,897            千円

6,719          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

- 千円

178            千円

6,517            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算

6,275          千円

- 千円

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

242            千円うち基金（交付金相当分）対象外経費



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

3      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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち定数外の相談員

具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○

平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

平成23年度末予定 相談員総数

相談員数 人

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

処遇改善の取組

研修の参加支援

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 岐阜県 市町村名 土岐市 自治体コード 212121 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） 相談事業を強化するため、執務参考資料を購入する 6                  6                     図書購入 6千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

12                12                    

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　（@2,560×2日×1回+@1,480×2日×2回)×１人

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） 国セン開催研修など相談員の研修参加を支援する（3回）

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

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

18                18                    

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） 未整備

（強化） 相談事業を強化するため、執務参考資料を購入する。（図書購入 6千円）

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） 県開催の職員研修に参加

（強化） 国セン開催研修など相談員の研修参加を支援する。（研修参加 3回×1人・旅費 12千円)

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）

（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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

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 1,573            千円

平成22年度の消費者行政予算 4,310            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,843          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 2,467          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,485            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 18              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 2,467          千円 20年度差 894            -               千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国セン開催研修などに相談員を参加させ、その旅費を支援する。

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 岐阜県 市町村名 各務原市 自治体コード 212130 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）

284               208                  

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）

報酬、旅費、負担金（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） 国、県が実施する研修に参加して相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

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 悪質商法被害防止のための啓発 120               40                    講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

955               245                  

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

週3日から4日に拡大した分の人件費

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 相談窓口開設日数を増設

1,359            493                  

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） 外部機関が主催する勉強会等に出席するための旅費を支給。

（強化） 国セン（相模原）の研修に参加する旅費を追加し、上記に加え各種研修に参加する際の報酬を支給する。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座に協力してくれる講師謝礼（一人2,000円）×延べ40人分＝80,000円（悪質商法被害防止）。

（強化） 出前講座の開催回数を増加するため、新たに20人分（40,000円）が必要。

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） 週3回（月・水・金）開催。

（強化） 上記に加え木曜日にも相談を実施。

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      196               

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

1      245               

平成20年度の消費者行政予算 1,086            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,289            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 359            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 930            千円

平成23年度の消費者行政予算 1,359            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 493            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 245               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 866            千円 20年度差 -220           -64            千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 研修に参加する際の報酬を追加

③就労環境の向上 ○ パイオネットの導入（平成22年度追加配備）

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 岐阜県 市町村名 可児市 自治体コード 212148 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）

22                22                    

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　1,820円×12日＝21,840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） 県主催の研修会に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

437               437                  

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

1,200円×5.5時間×52日+1,200円×0.5時間×156日＝436,800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 相談日の増設、相談時間の拡大

459               459                  

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） 県主催の研修会への参加

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）

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） 週3日の月・水・金曜日を2人の相談員で対応

（強化） 週4日の月、水、木、金曜日を3人の相談員で対応、勤務時間を0.5時間延長

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

人 千円

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）

3      364               

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3      437               



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 1,055            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,588            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 410            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 1,178          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,388            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 459            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 437               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,929          千円 20年度差 874            

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

751            千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

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

うち定数外の相談員 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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 県主催の研修会参加の旅費分を支給

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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 山県市 自治体コード 212156 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）

140 140

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）

東海地区開催の研修に参加
（日当2,200*5日+宿泊費*4日+旅費）＊2人＝140,000 [歳出予算科目：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－主催の研修事業に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
広報等による消費者育成啓発や消費者トラブル防止の
ための研修会・講演会の開催

100 100
講習会講師謝金　15,000*2回+10,000*2回[歳出予算科目：報償費]
啓発リ－フレット作成及び広報掲載　50,000[歳出予算科目：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

240               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）

-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） 県主催の消費生活相談員研修に参加

（強化） 国民生活センタ－主催の研修事業に参加

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報紙による消費者教育及び被害防止啓発文の掲載

（強化） 消費者トラブル防止のための研修会・講演会周知ための広報

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

人 千円

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）

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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 240               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 -               千円

平成23年度の消費者行政予算 255               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              千円 20年度差 15              

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

15              千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

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

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 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

合計 - 2,708            2,570                -

23 年度自治体コード 21216 平成都道府県名 岐阜県 市町村名 瑞穂市

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

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）

関係図書購入費：100千円

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） 消費生活相談窓口の強化 238               100                  

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）
消費者行政に従事する職員のレベルアップを図るため、
各研修への参加を積極的に推進する。

98                98                    研修参加旅費：98千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

広報掲載料：327千円
消費者啓発用資材及びパンフレット等購入費：268千円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
広報に消費者情報等を掲載し、成人式にパンフレット等
を配布し啓発に努める。

595               595                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者ダイヤル接続、相談窓口設置における相談業務
の増加におけるＰＩＯ－ＮＥＴ即日入力に対応するため、
補助職員を配置。

1,777            1,777                
賃金：1553千円　　　健・介：84千円
厚年：125千円　　　 雇保：15千円

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）

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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

（既存） 相談窓口設置

（強化） 相談室の新たな設置に伴い、相談機能をさらに充実させる為、相談室に関係資料等を整備。窓口の広報も行う。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者行政に従事する職員のレベルアップを図るため、各研修への参加を支援する。

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 広報に消費者情報等を掲載し、成人式にパンフレット等を配布し啓発に努める。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者ダイヤル接続、相談窓口設置における相談業務の増加におけるＰＩＯ－ＮＥＴ即日入力に対応するため、補助職員を配置。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

1,777             

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

実施形態 研修参加・受入要望

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      1,304             

自治体参加型

参加者数 - 人

年間研修総日数 -

-

対象人員数計 追加的総費用

1      



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

処遇改善の取組

④その他

相談員数 - 人

11              千円

平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 138            #VALUE! 千円 前年度差

平成22年度の消費者行政予算 2,062            千円

平成20年度の消費者行政予算 - 千円

1,935          千円

- 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

127            千円

2,708            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算

消費生活相談員の配置

千円 20年度差

1,777            千円

2,570          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

相談員数

平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

人

相談員総数 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

平成23年度末予定 相談員数 1      

うち委託等の相談員

- 人

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

②研修参加支援 ○ 各研修への参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の拡充

具体的内容

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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の研修会への参加 12                12                    県実施の研修参加　有料道路交通料　4回分　12,700円

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

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

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

合計 - 36                36                    

市町村名 飛騨市 自治体コード 212172 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 必要図書の購入 24                24                    図書購入　２３，９４０円

-

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）

（既存） なし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談に関する書籍の購入

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 相談員のレベルアップをはかるため、研修会に参加

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（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・機能事業名

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

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

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

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数 -      

自治体参加型

対象人員数
（報酬引上げ）

36              

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）対象外経費 前年度差 -               千円

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

人

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）

-      -                   

-      

対象人員数計 追加的総費用

-      -                   

平成22年度の消費者行政予算 -                  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

千円

平成23年度の消費者行政予算 36                千円

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

千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

相談員数

人 平成23年度末予定 相談員総数 -      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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 岐阜県 市町村名 本巣市 自治体コード 212181 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） 消費生活に係る相談窓口を拡充し、相談業務を強化する。 2,506 20 書籍購入費20千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

163 163

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）

生活安全対策監・行政担当者研修参加費用163千円

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） 国民生活センターが開催する研修へ生活安全対策監及び行政担当者が参加する支援。

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 消費生活に関する講演会を開催し、市民に対する啓発を行う。 413 413 消費生活講演会配布用啓発物品363千円、講師謝金50千円

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

3,082            596                  

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） 市職員が兼務で消費生活相談を行なっている。

（強化） 兼務の市職員に加え、平成21年4月から生活安全対策監を雇用し、相談業務の強化を図る。

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） 特に研修等を受講していない。

（強化） 生活安全対策監及び行政担当者が国民生活センターの開催する研修(基礎ｺｰｽ・2週間)に参加するための支援を行なう。

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） 国や県から配布される啓発チラシ等を広報配布時に併せて市民に対し配布している。

（強化） 市民を対象にした消費者行政に関する講演会を開催し、市民が消費トラブルに巻き込まれないよう啓発事業を実施。その他街頭啓発や消費者安全教室参加者に啓発品を配布する。

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

人 千円

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）

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

平成22年度の消費者行政予算 千円

平成22年度の消費者行政予算 2,721            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 2,486          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,082            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 596            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 2,486          千円 22年度差 2,486          

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

-               千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加に係る費用弁償の支給。

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）

23 年度

合計 - 1,244            1,244                -

都道府県名 岐阜県 市町村名 郡上市 自治体コード 21219 平成

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

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）

○特商法に関する図書（「特定商取引に関する法律の解説」
3,465円×７冊＝24,255円、「詳解特定商取引法の理論と実
務」6,825円×1冊＝6,825円）＝31,080円
○割賦販売法に関する図書（「割賦販売法の解説」4,725円×
7冊)＝33,075円
○その他の参考図書20,379円（「消費生活相談の基礎知識～
知っておきたい民事のルール～」2,340円×7冊＝16,380円、
「キーワード式消費者法事典」3,999円×1冊＝3,999円）

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） 消費生活相談を受けるにあたっての参考図書の充実 85 85

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）
市の消費生活相談担当職員のスキルアップの為に、国
民生活センター等が開催する専門的知識取得研修への
参加

86 86

日当：2200円×２日×４人＝17,600円
宿泊費：10900円×１回×４人（甲地方）＝43,600円
鉄道賃：2000円×１回×４人＝8,000円
駐車場使用料：2000円×１回×４人＝8,000円
講座受講料2,140円×1回×4人＝8,560円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

広報紙印刷代：25,200円×４回＝100,800円
高齢者配布用：160円×3,000冊=480,000円
成人式配布用：390円×600人＝234,000円
講師料（報償費・費用弁償）：39,000円×２回＝78,000円
啓発用物品の購入（プロジェクター、出前講座用品等）：
180,000円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

高齢者団体に対する消費者被害防止の為の講座を開
催する。
市民に対して消費者被害防止の為、チラシを配布し予
防啓発を図る。

1,073 1,073

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）

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 市内各庁舎（7支所）の消費者行政担当職員が消費生活相談を受ける時の参考図書の充実

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 市内各庁舎（7支所）の消費者行政担当職員の研修参加を支援することにより、市域全体での消費生活相談窓口の強化を図る

（既存） 高齢者団体への消費者被害防止講座開催（講師派遣）、広報紙への消費者被害の事例及び窓口掲載

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 高齢者団体への被害防止手引きの配布及び一般市民への広報紙による啓発、市民対象の出前講座開催等により消費者被害防止啓発活動を行う

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

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）
（強化）

（既存）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数 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）

実施形態 研修参加・受入要望

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
（報酬引上げ）

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

平成20年度の消費者行政予算 千円

1,475          千円

千円

1,475          千円

-               

千円

1,244          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

前年度差

相談員総数 -      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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

具体的内容

人 平成23年度末予定 相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

-               千円

1,244          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -               千円 20年度差 -               千円 千円

消費生活相談員の配置

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

処遇改善の取組

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 岐阜県 市町村名 下呂市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

212202 平成

対象経費

23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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） 必要図書の購入 30 30 図書の購入　30,000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） 消費者行政に従事する者の研修会への参加 30 30

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センター開催の研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法等の被害を防止を中心とした啓発事業 361 361 パンフレットとチラシの作成、及び市内への配布

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 - 1,431            1,431                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 放射性物質の検査機器の整備 1,010 1,010 携帯用多目的サーベイメーター2台購入

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

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）

（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） なし

（強化） 放射性物質の検査機器を導入し、食の安全・安心確保を図る

 
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）  

なし

関係図書を購入し、消費生活相談担当者のスキルアップを図る

なし

国民生活センター主催の研修会に参加し、消費生活相談担当者のレベルアップを図る

なし

悪徳商法や高齢者の被害を防止するためのパンフレットを配布し啓発の強化



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

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

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 150               千円

平成22年度の消費者行政予算 227               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 126            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 101            千円

平成23年度の消費者行政予算 1,789            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,431          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 358            千円 20年度差 208            257            千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 海津市 自治体コード 212211 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）

57                57                    

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） 消費者行政担当者の研修参加を支援

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

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

339               339                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士をアドバイザーとした相談窓口の開設 282               282                  20,000円×月1回×12ヶ月=252,000円・費用弁償30,000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）

-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・国民生活センター主催の研修会に参加

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）

（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） なし

（強化） 弁護士をアドバイザーとした消費生活相談窓口を開設



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

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 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 331               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 331            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 339               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 339            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 -               千円 20年度差 -               -               千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

市町村名 岐南町 自治体コード 213021 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

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）

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） 消費者相談窓口案内看板設置、必要備品の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　511               511                  

書籍、案内看板、事務用品等購入　　36,000円

ファックス、パーテーション、電話録音装置、

脇机等備品購入　475,000円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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

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 消費生活相談員の配置 36                36                    消費生活相談員賃金（１名）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 547               547                  -



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） 未整備

（強化）

消費者相談窓口を整備する。

需用費：36,000円（書籍、案内看板、事務用品等）

備品購入費：475,000円（ファックス、パーテーション、電話録音装置、脇机等備品）

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）

（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） 未整備

（強化）
消費生活相談員を配置する（１人）。
消費生活相談員賃金：36,000円（１回6,000円として、6回分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

人 千円

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      30                 

対象人員数
（報酬引上げ）

1      

対象人員数計 追加的総費用

1      36                 



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22年度の消費者行政予算 113               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 113            千円

平成23年度の消費者行政予算 664               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 547            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 117            千円 前年度差 4               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 相談員総数 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

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 相談員数 1      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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）

市町村名 笠松町 自治体コード 213039 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

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）

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） 相談窓口を周知する案内板の設置や必要図書の購入 202               180                  
相談窓口案内看板購入費　84,000円　図書購入　53,000円
相談専用電話架設工事 27,000円　専用電話機購入 16,000円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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

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 195               195                  町内への班回覧用及び高齢者用パンフレットの作成

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 相談員賃金 36                36                    相談員賃金（1名）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 433               411                  -



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） 未整備

（強化）
相談事業を実施するために、専用電話及び窓口案内板の設置及び執務参考図書の購入など必要な体制整備を図る。
相談専用電話架設工事　27,000円　専用電話機　16,000円　看板　84,000円　図書　56,000円　電話料金 19,000円

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） 未整備

（強化）
高齢者を対象としたイベント時に、消費生活相談啓発用パンフレットを配布し消費者被害の未然防止図る。
154円＊1,200部*1.05＝194,040円

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） 未整備

（強化）
平成23年10月～平成23年3月まで月1回相談消費生活相談員を雇用し、相談窓口を開設する。
9時～15時　1,200円/時　6,000円/日＊6回＝36,000円

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

人 千円

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      30                 

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

1      36                 



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22年度の消費者行政予算 -                  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 -               千円

平成23年度の消費者行政予算 433               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 411            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 22              千円 前年度差 22              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 相談員総数 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

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 相談員数 1      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 岐阜県 市町村名 養老町 自治体コード 213411 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） 相談窓口用参考図書の購入 31                31                    参考図書

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活動 268               268                  消費者向け啓発グッズの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

299               299                  

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） なし

（強化） 相談窓口における参考図書の購入

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため、消費者啓発活動を実施するにあたり、啓発グッズの作成（啓発用ティッシュＢＯＸ：２，０００個、啓発用のぼり：１５本）

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

人 千円

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）

-      

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

平成20年度の消費者行政予算 364               千円

平成22年度の消費者行政予算 621               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 166            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 455            千円

平成23年度の消費者行政予算 766               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 299            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 467            千円 20年度差 103            

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

12              千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 3      

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）

市町村名 関ケ原町 自治体コード 213624 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

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）

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） 相談窓口看板設置、参考図書の購入、パンフスタンドの購入等 210               180                  
窓口看板30,000円、参考図書50,000円、パンフスタンド50，
000円
ＰＲチラシ50,000円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 210               180                  -



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） 未整備

（強化）
相談窓口を設置し、町民の相談に対応できる体制を作る。
窓口看板30,000円、参考図書50,000円、パンフスタンド50，000円
ＰＲチラシ50,000円（窓口用）

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）

（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

人 千円

５．消費者行政予算について

９月補正予定

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）

対象人員数計 追加的総費用

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

平成23年度の消費者行政予算 210               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180            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 30              千円 前年度差 30              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 -      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

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 相談員数 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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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）

市町村名 輪　之　内　町 自治体コード 213829 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐　阜　県

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）

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）
相談窓口用の備品購入、必要図書の購入、消費者ホット
ライン配線工事費

55                55                    
窓口用備品購入20，000円、図書購入10，000円、電話配線工
事25，000円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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の研修会への参加 60                60                    研修参加費、旅費60，000円

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

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 500               500                  町内全戸3,000部配布用啓発グッズの作成

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 615               615                  -



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） 未整備

（強化）
相談窓口の整備
備品購入費20,000円（パンフレットスタンド）、必要図書購入10,000円、電話配線工事25,000円

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） 消費生活相談対応職員のレベルアップをはかるため、国民生活センター研修に参加

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町内全戸へパンフレット及び、啓発グッズの作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（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）

-      

対象人員数計 追加的総費用

-      -                   

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

平成23年度の消費者行政予算 669               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 615            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 54              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 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 -      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

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 相談員数 -      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援  

③就労環境の向上

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）

市町村名 七宗町 自治体コード 215040 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 直通電話の整備・書籍棚等購入・宛名ラベル等消耗品 170               170                  
直通電話の整備50,000円・書籍等備品100,000円・宛名ラベル
等消耗品20,000円

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）

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

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

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 170               170                  -



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）
消費生活相談口の強化を図るため、直通の電話回線に相談者との対応をスムーズにする。

工事請負費:50,000円・書籍等備品購入費:100,000円・宛名ラベル等消耗品購入費:20,000円

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）

（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

人 千円

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）

-      

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

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

平成23年度の消費者行政予算 198               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 170            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 28              千円 前年度差 28              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 相談員総数 -      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

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 相談員数 -      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 岐阜県 市町村名 北方町 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 214213 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） 相談室用のパーテーション工事・必要図書の購入等 1,030            1,030                
相談室設置費　670,000円・図書購入　30,000円
・相談窓口ＰＲ広報誌綴り作製　330,000円

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 1,030            1,030                -

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） 未整備

（強化）
相談室を整備し、町民が気軽に相談できる環境を整備する。また、相談室設置を広く町民にアピールする。
工事請負費：6700,000円（執務室パーテーション設置工事）　需用費：30,000円（図書購入費）
印刷製本費：330,000円（相談室PR用広報綴り込表紙7,000部予定）

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）

（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

人 千円

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）

-      

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

平成22年度の消費者行政予算 -                  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 -               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -               千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,030            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,030          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 前年度差 -               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 相談員総数 -      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

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 相談員数 -      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

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

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 岐阜県 市町村名 富加町 自治体コード 215023 平成 23 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

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）

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） 相談窓口用パーテーション庁舎ロビー付近に設置する 492               492                  パーテーション購入設置費492,000円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 492               492                  -



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） 未整備

（強化） 個室の相談窓口を設置することにより、町民が気軽に相談できる環境を整備する。

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）

（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

人 千円

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）

-

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

平成22年度の消費者行政予算 82                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 82              千円

平成23年度の消費者行政予算 530               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 492            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 38              千円 前年度差 -44            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 相談員総数 -      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

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 相談員数 -      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 岐阜県 市町村名 白川町 自治体コード 215066 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） 消費生活相談窓口の周知 50                50                    啓発物品等の作成・配布(全世帯分３３００）

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 啓発物品等の作成及び配布 50                50                    啓発物品等の作成・配布(全世帯分３３００、民生委員等３０）

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

400               341                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 放射性物質を測定する器具の購入 300               241                  お茶や野菜などの安全・安心確保のため、放射性物質の測定機器を購入する費用

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） 相談窓口はあるが、住民に対して周知をしていない。

（強化） ホームページでの周知、チラシ及び啓発物品を全戸配布し、住民への周知を図る。

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発物品等の作成及び全戸配布を行う。民生委員向けに資料を作成し、高齢者の被害防止等を図る。

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） なし

（強化） お茶や野菜などの安全・安心確保のため、放射性物質の測定機器を購入する。



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

人 千円

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）

-      

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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 101               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100            千円

うち基金（交付金相当分）対象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               千円

平成23年度の消費者行政予算 400               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 341            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 59              千円 20年度差 59              

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

58              千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

都道府県名 岐阜県 市町村名 東白川村 自治体コード 215074 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）

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 啓発用パンフレット購入（多重債務について） 20                20                    285枚×70円

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

20                20                    

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民に対しパンフレット等による啓発

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）

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

人 千円

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）

-      

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

平成20年度の消費者行政予算 111               千円

平成22年度の消費者行政予算 52                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 52              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 20                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 20              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 -               千円 20年度差 -111           

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

-               千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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）

市町村名 御嵩町 自治体コード 215210 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岐阜県

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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

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用機材の購入 500               500                  パンフレットスタンド6台（4公民館と役場）

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 500               500                  -



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） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発パンフレット等を設置する

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

人 千円

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）

-

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

平成22年度の消費者行政予算 19                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19              千円

平成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 10              千円 前年度差 -9              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 相談員総数 -      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

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 相談員数 -      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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 岐阜県 市町村名 白川村 自治体コード 216046 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） 消費生活相談に関する参考図書の購入 20                20                    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）

50                50                    

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） 県等が開催する研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

70                70                    

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） なし

（強化） 参考図書の購入

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） なし

（強化） 研修参加支援

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）

（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

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

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 -                  千円

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

平成23年度の消費者行政予算 70                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 70              千円

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

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 -               -               千円千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 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


