
市町村事業計画様式 【様式４】

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）

年度

182               研修参加

82015

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費

相談室の改修

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

消費者啓発DVD購入，若者向け副読本作成，教員を対象とした消費者教育講座

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

2,600            

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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）

4,650                講師謝金，教材作成・購入費

報酬

330                   

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費，研修費，教材費

平成 23都道府県名 茨城県 市町村名 水戸市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

講座の開催（成年後見制度について）

事業名

330               

事業の概要

10,162           

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-10,162              合計

2,400            2,400                

相談室の改修

182                   

相談員報酬

研修に必要な講師謝金

4,650            

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）

2,600                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

消費者啓発DVD購入，若者向け副読本作成，教員を対象とした消費者教育講座開催する。

相談員4名を配置し,週6日相談を実施。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
各地域で出前講座を実施。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

研修参加のための旅費を一般財源で全額負担。（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

県外で開催される研修会に積極的に参加できるよう，国民生活センターで実施される研修会以外の旅費に基金を活用し,相談員のレベルアップを図る。

（強化） 成年後見制度に対する理解を深めるため講座を開催する。

相談室の改修によって，より機能的で充実した相談室にする。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

基金で購入したパソコンをデータ管理や講座に活用している。また，相談室に必要な事務機器を基金で購入し機能強化を図っている。

（強化）

（既存）

平成21年度,22年度,23年度に各1名相談員を増員し,相談体制の強化を図る。

なし（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

年間研修総日数

研修参加・受入要望実施形態

参加者数 人

2      

対象人員数計 追加的総費用

年間実地研修受入総日数

2      

法人募集型

実地研修受入人数

1,728             

対象人員数
（報酬引上げ）

2,400             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）



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

消費生活相談員の配置

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成23年度末予定

千円

千円

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末 人

千円

平成23年度末予定 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 7      相談員総数

-2,887        

千円16,905        

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

7      

相談員数

平成20年度の消費者行政予算

①報酬の向上

6      

6      

25,780           

5,817          

○ 相談室の改修

18,505           

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度末

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

人

平成22年度末

平成23年度末予定

千円

千円22,722           

④その他

15,618        

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

千円

千円

20年度差

10,162        

前年度差千円

千円

-1,287        千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,400            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 5,582             5,582                -

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）

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 相談員の増員 2,322             2,322                １名増員分の相談員人件費（報酬2,003、共済費319）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止のための消費者教育・啓発事業 728               728                   
（仮称）消費生活サポーター養成講座の講師謝金、小中学生対
象の副読本作成

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談員への弁護士助言事業 528               528                   弁護士への謝金：月２回２時間程度（継続）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 81                 81                     相談員の研修参加に係る旅費及び負担金の支援（継続）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの周知を拡充 1,923             1,923                路線バス等への広告（継続）、自動車及び機器購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 日立市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82023 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名により、平日及び毎月第2・4土曜日に相談対応。

（強化） 相談員を1名増員し、3名体制とし、全ての土曜日を開所して週6日相談対応する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者教育のための講座の開催、被害防止のための啓発用品の作成と出前講座等での配布。

（強化） 地域で啓発活動ができるような人材育成のための講座の開催。小中学生対象の消費者教育読本の作成。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の国民生活センター・県等の研修参加を支援した。

（強化） 相談員の国民生活センター・県等の研修参加をさらに回数を増やすなどして支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 県の随時法律相談を活用して相談の高度化を図っていた。

（強化） 月2回2時間程度弁護士に依頼し、相談員が直接指導・助言を受けることで相談の質の高度化を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活センター周知のための路線バス及びＪＲ時刻表への広告を掲出する。

（強化）
消費生活センター周知のための路線バス及びＪＲ時刻表への広告掲出を引き続き実施する。センター機能強化のために軽自動車及び
印刷機を購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,322              

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       1,400              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県主催の研修等への参加を積極的に支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 588             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,632           千円 20年度差 -46             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 2,322             千円

平成23年度の消費者行政予算 15,214           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,582           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 9,044           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,097           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11,141           千円

平成20年度の消費者行政予算 9,678             



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,775            3,775                -

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）

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 消費者被害防止のための教育・啓発パンフレット・グッズを作成・配布する。 3,192            3,192                パンフレット①　1071千円　パンフレット②　1071千円　パンフレット③　368千円　マウスパッド　682千円

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談業務に関し、弁護士から専門的・法的なアドバイスを受ける。 295               295                   弁護士費用　252千円　会場使用料　43千円

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加に支援を行う。 35                 35                    研修旅費　35千円

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センターを周知するため、横断幕・看板を作成する。 253               253                   横断幕　179千円　看板　74千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 土浦市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82031 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 自前でチラシ等を作成し配布していた。

（強化） 新たに悪質方法、多重債務、振り込め詐欺に関するパンフレット、マウスパッドを作成し配布することにより、消費者の教育・啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 市の予算の範囲内で研修に参加していた。

（強化） 新たに（財）日本消費者協会（年６回×2人）、ＮＰＯ法人消費者相談室（年６回×１人）の研修に参加し、相談員のレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員が、弁護士から専門的知識を必要とする相談のアドバイスを受け、相談窓口の高度化を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 自前でチラシ・ポスターを作成し、周知に努めていた。

（強化） 横断幕や看板を作成することにより、センターの窓口をより広く市民に周知し、相談機能の充実・拡充を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

-      -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

-      -                   

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 新たに（財）日本消費者協会（年６回×2人）、ＮＰＯ法人消費者相談室（年６回×１人）の研修に参加

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

3      人

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

前年度差 231            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,854        千円 20年度差 317            千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 14,629           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,775          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 10,623        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,250          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 16,873           千円

平成20年度の消費者行政予算 10,537           



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 560               560                   -

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）

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 出前講座・街頭キャンペーンによる消費者啓発 130               130                   教材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター備品の強化 430               430                   機材・事務機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 古河市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82040 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） パンフレットを出前講座、街頭キャンペーン等で啓発活動の一環として配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） 相談員2名に対して1台のパソコン、プロジェクター・スクリーンはなし

（強化）
相談員1人1台のパソコンを導入することにより、ネットを使い情報収集の迅速化ができる。プロジェクター・スクリーンを活用しより充実した
出前講座ができる。



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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 なし

②研修参加支援 なし

③就労環境の向上 なし

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

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

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

2      人

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

前年度差 81               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,851          千円 20年度差 -54             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

平成23年度の消費者行政予算 6,411            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,770          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 806             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,576            千円

平成20年度の消費者行政予算 5,905            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 2,817            2,817                -

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）

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 情報処理等のための勤務日の追加・相談員体制の強化のため相談員の増員 1,542            1,542                報酬・交通費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発リーフレット等を作成し、全戸等に配布する 840               840                   消費者被害防止用リーフレット等の作成

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士から助言を受ける 63                 63                    謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国が主催する研修に参加し相談員の知識の向上を図る 159               159                   旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 展示パネルやストックケースを整備する 213               213                   展示パネル、ストックケース等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 石岡市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82068 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員を2名配置し、週5日相談業務を実施

（強化） H23.4月から相談員を１名増員し、3名体制とすることで、相談体制の強化を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用チラシ・物品等を購入し，消費者被害の防止を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員が参加する研修について年４回支援

（強化） 相談員の資質向上を図るため、国セン等の研修参加支援を強化する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する弁護士を活用し相談員のレベルアップを図る（年３回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） パソコン、相談用テーブル、書庫、パンフレットスタンド、プロジェクター、DVDレコーダー等を整備。

（強化） 展示用パネル・ストックケースを購入し、センター機能を強化する

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3      1,542             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3      1,296             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で開催する研修に参加し相談員レベルアップを図る

③就労環境の向上 ○ 相談員を1名増員し、相談体制を常時2名体制とする

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 -262           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,926          千円 20年度差 -120           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 1,542            千円

平成23年度の消費者行政予算 5,743            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,817          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,188          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,761          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,949            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,046            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,445            1,431                -

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）

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 相談員の勤務日数拡大 1,348            1,348                相談員の人件費増額分

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等専門家を講師に、相談員の学習会を開催 45                 45                    講師謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修会への参加支援 52                 38                    旅費、研修費

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 結城市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82074 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週3日勤務の相談員2名で相談に対応。

（強化） 相談員の勤務日数を週3日から週4日に改め、2人体制の日を増加することで、相談業務の対応と相談員の研修参加への強化をはかる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 県や国セン等主催の研修会に参加。

（強化） 相談員の希望する研修会への参加回数を増やすための旅費と研修費を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 複雑高度化する相談内容に対応する知識とスキルの向上を目的に、専門家による相談員のための学習会を開催する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

2      1,348             

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      713                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ センター受付終了時間を1時間早め、PIO-NETへの即日入力を可能とする

②研修参加支援 ○ 国セン及びその他の民間団体等が行う研修参加に伴う旅費・研修費の支給

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 45              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,695          千円 20年度差 -194           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 1,348            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,126            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）対象外経費 2,650          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 246            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,896            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,889            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 557               557                   -

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）

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 消費者被害防止のための啓発リーフレット作成 368               368                   印刷製本：一般向けリーフレットの作成

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による専門的な消費生活相談への対応力の強化 189               189                   謝金：専門知識を有する弁護士への講師依頼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 龍ケ崎市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82082 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者行政に関するリーフレットの作成・配布により，消費生活の啓発を強化する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため，弁護士等から定期的（年６回）に得て相談員のレベルアップを図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 146            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,223          千円 20年度差 114            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

平成23年度の消費者行政予算 3,780            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 557            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,077          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 489            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,566            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,109            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,545            3,545                -

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）

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（H２１．４月設置）の人件費等を基金対象にする。 2,950            2,950                消費生活相談員人件費、休日相談人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 消費生活相談員の実務的研修への参加支援 11                 11                    旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターへの案内看板の設置及び備品の購入 584               584                   看板設置工事請負費、備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 下妻市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82104 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） H２１．４月から消費生活センターを設置し、相談員を１名配置。また、月２回程度休日相談を実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 消費生活相談員の実務的研修参加のため、旅費を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 必要な図書や備品の購入を行い、消費者相談に対応した。

（強化） 消費生活センターの目印となる案内看板を設置する。備品の購入を行う。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,950             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      1,648             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 実務的研修参加の為の旅費等の支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 -1,684        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 587            千円 20年度差 437            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 237               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,713            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,132            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,545          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 256               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,271          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,553          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,824            千円

平成20年度の消費者行政予算 150               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,531            3,531                -

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）

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（２名）の配置（平成21年6月） 2,400            2,400                相談員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者に対する研修会・啓発等の実施 868               868                   講師謝礼・・プログラム印刷費・機材借上げ料・啓発用チラシ等

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員の県内外研修への参加支援 90                 90                    旅費・受講料等

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 住民への周知 173               173                   啓発物品等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常総市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82112 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員2名配置（平成21年6月から）週4日体制。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発強化によるチラシ・講演会等の開催。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 相談員のレベルアップのための研修会等への参加に伴う，旅費及び受講料の支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談業務日変更に伴う案内チラシ・啓発グッズ配布しセンター周知。

（強化） エコバッグ等の啓発グッズを配布し，センター周知の強化。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,400             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      1,680             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 引き続きレベルアップ等のための研修参加支援（報酬及び旅費の支給）

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -1,119        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 124            千円 20年度差 -356           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 2,400            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,655            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,531          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 1,243          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,613          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,856            千円

平成20年度の消費者行政予算 480               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,520            1,520                -

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）

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 相談員の配置 740               740                   相談員の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 200               200                   啓発用ステッカー作成費

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 研修参加支援 80                 80                    国セン研修参加費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センターの周知 500               500                   啓発物品作成費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常陸太田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082121 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を１名増員。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 既存の教材やプロジェクターを使用して出前講座を実施。被害防止ポスター作成。

（強化） 訪問販売お断りのステッカーを作成。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センターが主催する研修に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 市内公共施設等に消費生活センター相談窓口のポスターを掲示。消費生活センターを周知するための啓発物を購入。

（強化） 消費生活センターの連絡先を周知するための啓発物の購入。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      740                

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      672                

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが主催する研修に参加。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 14              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,795          千円 20年度差 -853           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 740               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,315            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,520          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 1,781          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 751            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,532            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,648            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 2,140            1,608                -

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）

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 相談員報酬 1,408            1,248                相談員2名の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 チラシを作成して全戸に配布、消費意識の高揚を図る 360               300                   消費者教育、啓発の資料の作成購入費

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 研修参加による相談員の知識向上を計る 57                 40                    旅費、研修負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料の購入 315               20                    参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

茨城県 高萩市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

82147 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年11月から相談窓口を開設（週3日）し、相談員を2名配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） チラシを作成して全戸に配布、消費意識の高揚を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 研修参加による相談員の知識向上を計る

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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） H21,11月相談窓口開設。パーティション設置、椅子等の事務用機器を購入により相談体制を整備した。

（強化） 執務参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      1,248             

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）

ー

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -592           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 532            千円 20年度差 532            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 1,248            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,140            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,608          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 1,124          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,666          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,790            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,900            1,770                -

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）

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 相談員報酬 1,100            970                   消費生活相談員1名の報酬。

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレット作成（全戸配布） 800               800                   消費生活に関する注意喚起のパンフレット作成費。

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 北茨城市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード ０８２１５５ 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員1名の報酬。国民生活センター公的資格取得による報酬引上げ。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者啓発用パンフレットの作成、配布、また、パンフレットを活用し、消費生活に関する知識の普及を図るための講座を実施する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） センター機能充実のため、備品等の整備、センター設置に伴う広告、広報用品の作成、配布。

（強化） なし。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      970                

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      752                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 国民生活センター公的資格取得により、日給８，０００円から１０，０００円へ増額。

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

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

1      人

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

前年度差 -270           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 181            千円 20年度差 1                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 970               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,951            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,770          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 451            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,152          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,603            千円

平成20年度の消費者行政予算 180               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,543            1,434                -

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）

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 相談員の増員により、週5日勤務体制を確保する。 980               980                   相談員報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民消費者力アップ事業開催に伴うＮＰＯへの運営委託料 407               330                   運営委託料（講師謝礼、講師旅費、オリジナル資料代　等）

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員、職員の国ｾﾝ研修参加支援 156               124                   費用弁償、旅費、負担金

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 笠間市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82163 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週3日の相談員勤務体制

（強化） 週5日の相談員勤務体制の確立

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
市民に対し消費者力アップのための講座（全8回）開催。消費者被害の自己防衛（自己責任による消費者力の向上）を図ると共に、終了
後、希望者による専門講座（全3回）を開催。消費生活協力パートナーの養成を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員1名を国民生活センター研修に参加させる。

（強化） 国民生活センター研修に外の相談員1名、職員2名の参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 執務参考図書購入。センター周知シール作成配布。PIO-NET用パソコンラック、設置用配線モール等購入。

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       980                

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       588                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ レベルアップ事業（研修参加支援）により、研修参加を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

4      人

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

前年度差 -1,656         千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,411          千円 20年度差 112             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 980               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,845            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,434          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,067          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,860          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11,927           千円

平成20年度の消費者行政予算 2,299            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,300            3,300                -

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）

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 相談体制の充実 2,076            2,076                相談員の報酬・社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 667               667                   啓発用クリアファイル・カレンダー購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等相談 116               116                   弁護士等の謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧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・県等が開催する研修への参加支援 90                 90                    研修参加者の旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室の整備及び執務参考資料の購入 351               351                   ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ・ﾃｰﾌﾞﾙ・椅子・啓発用DVDソフト等の購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 取手市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082171 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名配置して対応している。

（強化） 相談体制の充実及び相談業務処理の迅速化を図るために平成22年度から相談員1名を増員する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活展の開催及び手作りの資料を作成し出前講座を実施する。

（強化） ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ｸﾞｯｽﾞを購入し消費生活展・公共施設の窓口・出前講座等にて配布し消費者被害防止のため啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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・県等で実施する研修に1回のみ支援している。

（強化） 継続して国・県等が開催する研修に参加し相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する者（弁護士等）を活用し相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 出前講座用DVDｿﾌﾄ、執務参考資料の購入。

（強化） 相談者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護のため相談室の整備及び引き続き出前講座用DVDｿﾌﾄ・執務参考資料の購入によりｾﾝﾀｰの機能強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      2,076             

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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国・県等が開催する研修に参加し相談員のﾚﾍﾞﾙアップを図る。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 -48            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,107          千円 20年度差 -861           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 2,076            千円

平成23年度の消費者行政予算 8,407            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,300          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,155          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,578          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,733            千円

平成20年度の消費者行政予算 5,968            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,421            3,421                -

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）

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 相談員を１名増員し、相談体制を強化する 1,318            1,318                相談員増員分の人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止を図るため啓発を行う 1,500            1,500                悪質商法等のリーフレット作成。

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） レベルアップを図るため、相談員の研修参加を支援する 40                 40                    研修参加に関わる経費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの周知を図るため、啓発用物品を作成する 563               563                   クリアファイル、カレンダー、ポケットティッシュ等の作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 牛久市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082198 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員1名で相談業務を実施。

（強化） H23.4月から相談員を１名増員し、2名体制で相談業務を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 悪質商法等のリーフレットを作成、配布し、消費者被害の未然防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 相談員を研修に参加させ、レベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） パンフレット・カレンダー・ポケットティッシュ等を作成、配布し、消費生活センターを広報周知。啓発用ＤＶＤ・冷風機・パソコン・プリンター等の整備。

（強化） クリアファイル・ポスター型カレンダー・ポケットティッシュ等を作成し、消費生活センターの周知強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      1,318             

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      1,008             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修参加費用を支援する。

③就労環境の向上 ○ 一元的相談窓口緊急整備事業を利用し、相談員を２名体制へ増員する。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 155            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,108          千円 20年度差 318            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 1,318          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,529          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,421          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 1,953          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,047          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,000          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,790          



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,772            1,772                -

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）

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 消費者被害防止のための啓発 1,646            1,646                
啓発用冊子，リーフレットの作成，購入（出前講座，街頭啓発，
新聞折り込み用）

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 多重債務相談について弁護士から助言を受ける。 126               126                   弁護士謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 つくば市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082201 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用冊子，リーフレット等の作成，購入。（出前講座，街頭啓発，新聞折り込み用）

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）

⑧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） なし

（強化） 多重債務相談について，弁護士から助言を受ける。　来所年３回（３時間×２日，６時間×１日）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

3      人

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

前年度差 12              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,819          千円 20年度差 383            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

平成23年度の消費者行政予算 10,591           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,772          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 8,807          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,173          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11,980           千円

平成20年度の消費者行政予算 8,436            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,307            1,307                -

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）

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 消費者啓発用回覧板作成 1,029            1,029                

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知広告料 278               278                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 ひたちなか市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82210 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市報配布時に使用する回覧板に悪質商法の事例等を掲載し，広く市民に注意喚起を促す。

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）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ＪＲ勝田駅の構内にサインボード広告を掲示し，消費生活センターの周知を図る。

（強化） 同駅に継続して消費生活センターの広告を掲示し，より一層の周知を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 189            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,592          千円 20年度差 233            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

平成23年度の消費者行政予算 7,899            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,307          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,403          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,212          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,615            千円

平成20年度の消費者行政予算 6,359            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 7,338            4,646                -

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）

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 相談業務の強化 6,508            4,081                相談員1名増員，勤務時間拡大等に伴う報酬の増，行政職員の時間外勤務手当等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民等に対する消費者教育・啓発活動 512               512                   教材作成・購入費，消費者教育・啓発のための機材等

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 消費生活相談員等のレベルアップのための研修参加支援 114               33                    相談員等の研修に参加するための旅費，研修費，教材費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター機能強化のための資料の充実 204               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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 鹿嶋市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82228 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名体制，うち１名は隔日勤務。

（強化） 相談員１名を増員し３名体制にするとともに，勤務時間拡大等により，相談業務等を強化。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 手作り資料での出前講座（消費者教育）の実施や消費生活展における啓発を実施。

（強化） ＤＶＤを利用する等，出前講座（消費者教育）を充実する。また，啓発物品の配布等，啓発活動を強化する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 旅費，研修費を支給。

（強化） 相談業務等の強化のため，相談員等の研修参加を支援し，相談員等のレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 机，椅子，パソコン，出前講座用公用車等の購入により，相談体制及び出前講座の充実に向けたセンター機能を強化。

（強化） 執務参考資料の充実により，センターの機能強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

4      4,081             

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      2,036             

対象人員数
（報酬引上げ）

1      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の資質向上のため，積極的に研修参加に対する支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 -1,821        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,692          千円 20年度差 1,182          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 112               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,969            千円

平成23年度の消費者行政予算 7,338            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,646          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 343               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,513          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,944          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 9,457            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,510            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 587               587                   -

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）

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 消費者団体育成事業、啓発キャンペーン 557               557                   啓発用物品(ティッシュ等)や図書及びチラシの購入、バス借上げ料

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 司法書士相談 30                 30                    謝金、食糧費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 潮来市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82236 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費関連用啓発パネル作成。市の広報誌に啓発記事を掲載。出前講座の実施。敬老会や成人式での啓発キャンペーン。

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）

⑧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） なし

（強化） 司法書士による多重債務相談事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

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 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,964          千円 20年度差 -94            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

平成23年度の消費者行政予算 2,551            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587            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 1,964          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 652            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,616            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,058            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 6,641            3,042                -

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）

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 相談員体制強化 5,234            2,412                複雑化する相談のための相談員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座，消費者啓発 515               350                   出前講座「暮らしの豆知識」，啓発用リーフレット等購入代

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員研修事業 692               80                    相談員の知識向上のための宿泊の伴う研修費等

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター周知用啓発用品代 200               200                   啓発グッツ購入代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 守谷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82244 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名を配置し、週5日（相談員1名対応）相談窓口を開設。

（強化） 複雑化する相談に対応するため，常時2名の相談員を配置する。また，PIOーNETへの入力を迅速に行うため相談員勤務時間を延長する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各世帯啓発用シール配布。

（強化） 出前講座(ミニ）を開催し，被害防止につなげられるよう資料「暮らしの豆知識」購入，リーフレット等購入代

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）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 日帰りの研修のみ支援。

（強化） 相談員の資質向上を図るため，国セン等の研修に参加する相談員を支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター内整備及びセンターPR備品購入

（強化） 啓発用グッツ等購入（センターの相談体制のPRを行い，更に相談しやすいセンターをめざす。）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3      2,412             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3      1,218             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 複雑多様化する相談対応のため，相談員の宿泊研修費用を確保する。

③就労環境の向上 ○ 相談員を１名増員し、相談員の負担を軽減。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 週4日（9：00～16：30）の勤務で社会保険加入，交通費の全額支給する。

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

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

3      人

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

前年度差 33              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,629          千円 20年度差 -35            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 2,412            千円

平成23年度の消費者行政予算 6,671            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,042          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,596          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,947          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,543            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,664            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 2,540            2,540                -

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）

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

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 研修参加支援によるレベルアップ 40                 40                    旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センターの周知 2,500            2,500                センター啓発用物品（ハンカチ等）の作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常陸大宮市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82252 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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）

⑧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） 茨城県消費生活センターの研修に参加

（強化） 上記に加え国民生活センター等開催の研修に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室の拡幅、パンフレット等展示用棚の設置及び住民周知としての啓発活動等の記録

（強化） センター周知のための啓発用物品の作成

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で開催の研修会に参加させるための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 -27            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,534          千円 20年度差 -191           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

平成23年度の消費者行政予算 4,074            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,540          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 1,561          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,399          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,960            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,725            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,455            1,940                -

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）

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 相談員を増員し、相談員不在日をなくす 2,676            1,367                非常勤相談員の報酬及び通勤手当

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 779               573                   悪徳商法被害防止リーフレット・教材等

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 那珂市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82261 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員1名（月・水・金）を配置している

（強化） 相談員２名（月・火・水・木・金）を配置し、平日の相談員不在日をなくす

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法防止のためのパンフレット作成及び啓発教材

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）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      1,367             

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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で実施される研修参加旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -483           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,023          千円 20年度差 -1,353        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 1,367            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,963            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,940          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 2,506          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,278          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,784            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,376            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,312            1,312                -

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）

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 消費生活相談員報酬・費用弁償（１名） 777               777                   相談員報酬（7,300円／日・費用弁償（交通費：６４０円／日）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者問題のイベントを開催、チラシの全戸配布、出前
講座開催等による消費問題に対する啓発と理解を図る。

526               526                   
講演会講師謝礼(100千円）、啓発チラシ作成(152千円）、消費
者展開催委託費(100千円）、ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟ購入(174千円）

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 県が主催する研修会に参加し、相談員の知識の向上を図る 9                  9                      県主催研修会参加経費

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 筑西市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82279 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名、消費生活センター開所日を週３日。

（強化） 平成22年4月から相談員を２名に増員、、消費生活センター開所日を週３日から４日にし相談窓口の充実を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） チラシを作成し、消費者問題の啓発を実施。

（強化） 消費者被害の未然防止を図るため、講演・イベント事業の開催や、チラシの全戸配布により基礎知識の普及啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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・県が主催する研修会の参加を支援。

（強化） 国・県が主催する研修会に2名の相談員が積極的に参加できるよう、参加支援を強化する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      777                

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      588                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談員増員による業務の軽減

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 6                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,719          千円 20年度差 -25            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 777               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,031            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,312          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 1,713          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,455          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,168            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,744            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 9,938            6,730                

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）

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 相談員の増員 4,380            2,125                報酬10,000円×196日、交通費165,000円

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者向けチラシ・消費生活啓発チラシの配布 1,067            1,067                出前講座用機材400,000円パンフレット168,000円グッズ等372,000円など

⑭商品テスト強化事業

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 食に関する講習会講演会の実施 3,052            2,584                講師等謝金900,000円PR品印刷代516,000円グッズ購入費475,000円など　

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談員の相談技術向上のための弁護士への謝礼 252               252                   弁護士謝礼21,000円×12回

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への相談員の派遣 201               201                   国セン6回 国関係講習会　4回 その他研究会等研修３回

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） リーフレット・グッズによる消費生活センターの住民への周知 986               501                   リーフレット18円×14,500部　グッズ3種類240,000円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 坂東市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82287 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） H20年6月から相談員1名を配置し、週4日相談業務を実施。

（強化） H22年4月から相談員を1名増員し、週5日相談業務を実施するなど、相談体制を強化。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食に関する講習会を開催し、食の安全安心を啓発する

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシの作成配布、出前講座の実施等により、振り込め詐欺など消費者被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員が、国セン等の研修に参加する際の研修旅費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員が弁護士から指導助言を受け、相談業務をスムーズに処理するなど技術向上に努める

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） イベント開催時にリーフレットを配布し、消費生活センターのPRする。

（強化） 消費生活センターの周知を図るため、リーフレットを市内全戸に配布する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      2,125             

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      1,176             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、国等主催の研修会への積極的派遣

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -1,529        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,208          千円 20年度差 1,140          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 2,125          千円

平成23年度の消費者行政予算 9,938          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,730          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 4,737          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,016          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 12,753           千円

平成20年度の消費者行政予算 2,068            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,616            1,616                -

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）

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 相談日の拡充で相談員の勤務日数の拡大をする。 402               402                   相談員勤務日数の拡大による報酬、費用弁償の経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座及び消費者啓発による意識を図る。 861               861                   啓発用回覧板・リーフレット等の作成、啓発物品等の購入経費

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談窓口の対応に係る研修参加を支援する。 73                 73                    研修参加者の旅費等

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの住民への周知をする。 280               280                   センターの住民への周知に係る経費及び執務参考資料購入経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 稲敷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82295 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員1名を配置し、週3日相談窓口を開設。

（強化） H23.1月から相談員の勤務日増により、相談窓口開設を週3日から週4日に拡大する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者向けの悪徳商法被害防止のための出前講座を実施し、さらに民生委員および消費者団体を対象に出前講座実施

（強化） 消費者被害の未然防止を図るため、啓発用の回覧及びリーフレット等を作成する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 県開催の研修旅費のみ支援。国セン研修は支援なし。

（強化） 消費者に対する最新の情報提供や助言を行うため、国セン研修についても支援を行う。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談日拡充に関する周知用ステッカーを作成し、全戸配布を行った。

（強化） 参考図書の購入、相談日拡充に関するチラシ作成(全戸配布）。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      402                

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      300                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費者に対して情報提供や助言を行うために研修参加の支援をする。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 215            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,733          千円 20年度差 -71            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 402               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,349            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,616          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 1,518          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,364          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,882            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,804            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,475            1,475                -

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）

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
相談日5日間の内、１日を２箇所で相談業務をおこなうた
め、相談員を１名増員する。さらに、新たに交通費の支給
をする。

875               875                   相談員報酬及び交通費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資料・グッズの購入 100               100                   啓発・教育用資料およびグッズの購入

⑭商品テスト強化事業

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 講演会の開催 100               100                   講師謝礼

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）

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）
国セン・県が主催する研修会に参加し、相談員のレベル
アップを図る

100               100                   研修旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談業務に必要な書籍の購入および広報チラシの発行
また、業務案内看板を設置する

               300                    300
執務参考資料購入、センター周知広報年4回発行、センター業
務案内看板を設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 かすみがうら市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82309 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） H20年6月から相談員１名を配置し、週3日相談窓口を開設。

（強化） H21年11月から相談員を1名増員し、週5日（金曜日は2箇所）相談窓口を開設し、相談体制を強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全講演会の実施。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者啓発チラシ（年1回）の作成。

（強化） 消費者啓発用物品を購入し、市民祭等のイベントにおいて配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の研修参加を年２回支援。

（強化） 国セン等の宿泊研修支援を年３回、日帰り研修支援を年５回に強化する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） パーテーション、相談用テーブル、FAX等を購入し、相談環境を整備した。センター周知用チラシの作成（年4回）し、全戸配布を行った。

（強化） 執務参考図書の購入、センター周知用チラシ（年４回）の全戸配布、センター案内看板の設置等を行う。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      875                

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      648                

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン・県が主催する宿泊研修に年３回、日帰り研修に年５回参加支援する。

③就労環境の向上 ○ 報酬の他に交通費を支給する。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -346           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,471          千円 20年度差 -1,328        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 875               千円

平成23年度の消費者行政予算 2,946            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,475          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 213               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,817          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,395          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,212            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,799            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 4,119            4,044                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 多重債務問題庁内連絡会議の開催 30                30                    弁護士等への講師謝礼

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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
消費生活相談員の勤務日数を拡充。（消費生活相談員
H21.6,H22.7配置人件費）

            2,496                 2,496 消費生活相談員報酬・費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の強化 220               145                  パンフレット・啓発品購入費

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 消費生活相談員等の研修参加支援 88                88                    研修旅費・負担金

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知に係る備品の拡充 1,285            1,285                
相談業務資料参考資料・パンフレットスタンド・リーフレット等購
入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 桜川市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82317 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） なし

（強化）
一元的相談窓口緊急整備及びPIO-NET導入に伴い，事務量の増加のため消費生活相談員の勤務日数を拡充。消費生活相談員
（H21.6及びH22.7配置）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） なし

（強化）
弁護士等へ講師を依頼し、多重債務者に関わる市役所関係部署（消費生活相談員及び担当者も含む）職員を対象に支援体制の説
明・意見交換を行い、相談窓口の連携強化を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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）
出前講座・街頭キャンペーン等で使用する啓発品等を作成し，消費者教育・啓発活動を行い市民へ知識の向上・消費者教育の強化
を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化）
国・県が主催する多様な機会を捉えた消費生活相談員等の研修機会の充実を図り，相談内容の高度化や啓発業務の拡充により対応
できるよう，主に国民生活センター等の開催の研修に消費生活相談員2名を2回，消費者行政担当職員1名を2回参加できるよう旅費及
び負担金を支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 平成21年6月消費生活センターの設置。消費生活センター事務機器等の配置。消費生活センター窓口の周知。

（強化）
相談業務関係参考資料の拡充，市役所関係機関へ消費生活情報に関するパンフレットスタンドを設置して，消費生活センターの周知
強化を図る。消費生活センターのパンフレット等を配布し，さらに消費生活センターの周知を強化する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,496             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      2,079             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -1,276        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 240            千円 20年度差 65              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 2,496            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,284            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,044          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 1,516          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,634          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,150            千円

平成20年度の消費者行政予算 175               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,556            3,556                -

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）

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 消費者啓発推進員の雇用・相談員等勤務日数拡大経費 2,272            2,272                消費者啓発推進員報酬・費用弁償・共済費，消費生活相談員報酬・費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座・講演会の実施，教材・パンフレットの充実 574               574                   講師謝礼，教材・パンフレットの購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門的知識を有する者から相談員等への助言事業 150               150                   講師に対する謝礼

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員・消費者行政担当職員研修（２回） 60                 60                    研修旅費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費者啓発用物品作成（購入） 500               500                   消費生活センターの住民への周知に関する啓発用物品作成（購入）費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 神栖市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082325 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員３名(週３日勤務）が交代勤務を行っている状況下では，消費者教育・啓発業務を強化することが難しい。

（強化） 消費者啓発推進員を採用し，消費生活相談員との協力により，年齢層に応じた消費者教育の強化拡充を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座を年５回程度消費生活相談員・職員で実施している。

（強化） 教育教材を活用し，専門的知識を有する講師や団体と連携を強化し，出前講座を学校の生徒・高齢者を中心に拡充する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） （独）国民生活センター主催の相談員専門研修・消費者行政担当職員研修へ年１～２回参加している。

（強化） 国・県主催等多様な機会を捉えた消費生活相談員等の研修機会の充実を図り，相談内容の高度化や啓発業務の拡充に対応する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 相談業務に関連する法律書等の購入

（強化） 専門的知識を有する弁護士等を講師に，相談員や担当職員を対象とした助言事業を実施し，相談窓口の高度化・複雑化に対応する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 購入した消費者教育用機材等を利用した事業を実施，また専用車を購入したことにより啓発の強化が図られた。

（強化） 出前講座，消費生活講座・講演会，消費生活展等の催し物で啓発物品を配布することにより，消費生活センターの周知を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

4      2,272             

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      1,505             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国・県主催等の研修機会の充実に努める

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

3      人

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

前年度差 1,474          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,067          千円 20年度差 3,085          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 2,272            千円

平成23年度の消費者行政予算 12,623           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,556          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,593          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,993          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11,586           千円

平成20年度の消費者行政予算 5,982            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 5,832            5,827                -

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）

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
消費者教育及び啓発のための講演会及び出前講座
消費者啓発用車両購入

5,213            5,208                
講演会講師謝金・旅費、消費者教育啓発用冊子の作成、車両
購入

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談における弁護士の助言支援 240               240                   謝礼金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧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、県における相談員及び行政職員各種研修受講 379               379                   研修受講旅費、教材費

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 行方市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82333 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発用品・冊子の作成、消費者啓発用車両の購入、消費者教室の開催等を行う。

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）

⑧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） 国セン及び関係機関が実施する研修への参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士によるセンター巡回指導、セミナー等を実施する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員が希望する研修に参加できるよう日程調整及び体制を整える。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 122            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,728          千円 20年度差 2,484          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

平成23年度の消費者行政予算 8,555            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,827          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,606          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,173          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,779            千円

平成20年度の消費者行政予算 244               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 2,990            2,990                -

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）

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 窓口一元化に伴う相談員の配置 2,041            2,041                

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 460               460                   啓発ｸﾞｯｽﾞ（68円×5,000個）　ｾﾝﾀｰ周知ﾁﾗｼ6円×20,000部

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員等の各種研修への参加支援 127               127                   受講料・県外研修　2泊×3回

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務機器の整備、センターの周知 362               362                   ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ2台、ｾﾝﾀｰ周知ﾁﾗｼ6円×20,000部

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 鉾田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82341 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員1名配置、週3日の相談業務を実施。

（強化） H23年4月から相談員を3名体制に増員し週5日相談業務を実施する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシや啓発物品を作成、配布し、消費者被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員のレベルを向上させるため研修会への参加を積極的に支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） チラシ全戸配布によるセンターの周知。パソコン、プリンター等OA機器、相談用テーブル･椅子の整備。

（強化） 相談室を仕切る可動式のﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの設置。センター周知チラシの作成（全戸配布）。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,041             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      2,304             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国ｾﾝ・県等が主催する研修会及び講演会出席のための旅費負担金等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談員の増員

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

3      人

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

前年度差 -973           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,451          千円 20年度差 -1,349        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 2,041            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,441            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,990          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 2,424          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,491          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,915            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,800            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 561               561                   -

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）

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 市民の消費者教育及び啓発 326               326                   チラシ作成費，冊子購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士を活用した相談員の勉強会 126               126                   弁護士謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加支援 109               109                   旅費，研修費

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 つくばみらい市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082350 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市ホームページ及び広報紙で啓発。

（強化） 啓発用チラシ（全戸用・回覧用）作成。市センター名入の「くらしの豆知識」を購入し，新成人及び市内公共施設，出前講座時に配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員が3回の研修へ参加。

（強化） 消費生活相談員または消費者行政担当者が9回の研修へ参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 専門的な知識を必要とする相談に対応するため，弁護士を活用した相談員の勉強会を開催。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員が参加を希望する研修の旅費，研修費を支援。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 71              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,143          千円 20年度差 3,578          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

平成23年度の消費者行政予算 5,704            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 561            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 5,072          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,351          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,423            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,565            



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 978               978                   -

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）

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 啓発用チラシ、啓発グッズの購入 350               350                   啓発用チラシ、グッズの購入

⑭商品テスト強化事業

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士費用 378               378                   専門知識を有する者を活用するために必要な講師謝金（弁護士）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 200               200                   相談員の旅費、研修費、教材費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書購入 50                 50                    執務参考資料購入、センター再周知に係る啓発グッズの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 小美玉市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82368 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシやグッズを配布し、消費者意識の高揚を図る。くらしの豆知識を消費者団体や民生委員に配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談に従事する者のレベルアップを図るため、研修参加への費用を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 複雑な相談に対応するため、専門的知識を有する弁護士に相談できる機会をつくる。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談員の知識向上のため、参考図書を購入する。

（強化） 消費生活センターの更なる周知を図るため、センター案内に係る啓発グッズを購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが実施する研修に限らず、希望する研修の旅費、参加費を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 702            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,714          千円 20年度差 4,098          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

平成23年度の消費者行政予算 5,692            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 978            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 4,012          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,251          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,263            千円

平成20年度の消費者行政予算 616               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,346            3,346                -

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）

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 相談員の人件費等 2,921            2,921                消費生活相談員の報酬・費用弁償・共済費等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 町民に対する啓発 293               293                   町全戸配布のチラシ等を啓発をしていく

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談業務のレベルアップのための研修参加 76                 76                    相談員及び行政職員の研修参加の支援をする

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センターの充実と、速やかなあっせん解決を目指す 56                 56                    相談員用図書及びセンター室仕切り等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 茨城町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 83020 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年4月から相談員1名を配置し、消費生活相談を実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害の未然防止を図るため、啓発チラシを作成し、全戸配布を行う。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の最先端の研修や行政職員等の研修、また衣食住に関わる知識を学ぶための研修等参加の旅費を支援する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターを立ち上げ、相談員、パイオを設置し町民向けパンフレットで周知を行った。

（強化） 相談室を個室に移転し、パーテーション等を設置して相談しやすいスペースを作る。また、相談員の参考図書等を購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      2,921             

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      1,430             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 6時間/日（20日/月）を7.45時間（16日/月）に変更

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 1,936          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,984          千円 20年度差 1,874          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 2,921            千円

平成23年度の消費者行政予算 5,330            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,346          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 48              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,060          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,108            千円

平成20年度の消費者行政予算 110               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 1,596            1,596                -

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）

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１名を配置するための人件費 1,293            1,293                （報酬）@105,000円×12カ月　（通勤手当）@2,730×12カ月

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓蒙品等の配布により啓発，ＰＲを行う 263               263                   クリアファイル　@200×500枚，ペンセット@300×500個

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員，及び相談担当職員の研修参加支援 40                 40                    （県外） @10,000×3回　（県内） @1,000×10回

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 大洗町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 83097 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年4月から相談員を配置し、週3日相談を実施。H22年４月から週5日（うち3日は相談員対応）に相談日を拡充。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町民の意識啓発，センターの利用促進を図るため啓蒙品をイベント等で配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県内外で実施される相談員の研修のほか，商品，食品等の安全性に関する説明会等に参加させ，相談員のスキルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      1,293             

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      1,260             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 -562           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 72              千円 20年度差 -7              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 1,293            千円

平成23年度の消費者行政予算 1,668            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,596          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）対象外経費 634            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,530          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,164            千円

平成20年度の消費者行政予算 79                 



市町村事業計画様式 【様式４】

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） 弁護士による相談（月1回） 240               240                   弁護士への謝金

合計 - 2,106            2,106                -

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）

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 相談員の配置（14日以内／月、1名） 1,225            1,225                相談員報酬、雇用保険、労災保険

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者への啓発（パンフレット配布） 260               260                   パンフレット作成

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員研修参加支援 30                 30                    研修参加の際の旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活センター（相談窓口）の周知 351               351                   消費生活センター（相談窓口）周知のためのチラシ作成

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 城里町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 83101 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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） 月1回弁護士による相談会を実施する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年4月から相談員1名を配置し、週1日相談業務を実施。平成23年4月から相談日を週3日に拡充し、相談員を月14日配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者の被害を防止するため、高齢者向けパンフレットを作成し、敬老会の際に配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 消費生活相談員が研修に参加する際の旅費を支給し支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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） 案内看板設置、窓口周知リーフレットの全戸配布、パンフレットスタンド及び相談員用パソコン等の整備を実施。

（強化） H23.4月から窓口開設日を週1日から週3日に拡大。窓口相談窓口を町民に周知するため、チラシを作成し町内全世帯に配布する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      1,225             

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      1,302             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 5                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 207            千円 20年度差 -16            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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,225            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,313            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,106          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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 202            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,360          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,562            千円

平成20年度の消費者行政予算 223               



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 3,625            3,534                -

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）

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 相談員の勤務日数増加に伴う増加部分 1,469            1,468                
報酬・交通費の増加分1,103,424円
共済費（社会保険・雇用保険等）365,000円

⑬消費者教育・啓発活性化事業 解りやすい消費生活講演会（仮称）開催 1,976            1,976                
講師派遣手数料1,300,000円，ちらし等印刷料122,000円
ちらし全戸配布委託料86,000円
講演会開催支援委託料468,000円

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員等の能力向上に向け研修参加支援 180               90                    研修参加旅費費用弁償86,200円，参加負担金4,280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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 東海村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 83411 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名　一人当たりの勤務日数週３日　　２名体制での相談日は週１回

（強化） 相談員２名のうち１名の勤務を週３日から５日へと２日拡大とした。これにより，相談員２名体制による相談日を週３日確保する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民に対し消費生活分野の理解を図ることを目的とした講演会（案）を開催

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

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） 自己負担での研修参加，外　公費負担では２年に１回国セン研修又は全国フォーラムのどちらかに参加

（強化） 国や消費者団体等が開催する研修への参加機会を二年に１度から毎年参加及び参加にかかる旅費・負担金を支援する。

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      1,468             

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      588                

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 出勤日数増加相談員については社会保険・雇用保険への加入

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国や消費者団体実施の研修に参加する為の旅費・負担金を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 勤務日数の拡大から月額報酬104,000円を195,000円と　91,000円　引き上げた

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

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

2      人

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

前年度差 -121           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,075          千円 20年度差 -167           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 1,468            千円

平成23年度の消費者行政予算 6,609            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,534          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,196          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,008          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,204            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,242            



市町村事業計画様式 【様式４】

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） 弁護士無料相談会 630               630                   弁護士無料相談会の委託料

合計 - 3,089            3,089                -

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）

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 相談員報酬 558               558                   相談員1名の報酬及び費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発チラシ，物品作成 684               684                   消費者啓発チラシ，物品作成

⑭商品テスト強化事業

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 食品表示に係る講座開催 300               300                   教材作成購入費

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）

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） 研修参加者支援 44                 44                    研修参加旅費

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）

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）

873               873                   ボールペン作成及び全戸配布，相談室の図書及び備品の購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 大子町

①消費生活センター機能強化事業（新設） センター設置に係る周知 / 参考図書の購入，備品の購入

自治体コード 083640 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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） 弁護士による法律無料相談会の実施

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員による相談窓口の開設

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示に係る講座開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシ，啓発グッズの作成配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政に従事する者の研修参加旅費の支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 平成22年4月から消費生活相談窓口を設置し，備品や図書等の購入により相談室・窓口機能の整備を行う。

（強化） 平成23年度大子町消費生活センター設置に係る周知。相談室の図書及び備品(シュレッダー，ICレコーダー)の購入。



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

対象人員数計 追加的総費用

1      558                

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      330                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 -3              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 36              千円 20年度差 -34            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 558               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,125            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,089          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 39              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,063          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,102            千円

平成20年度の消費者行政予算 70                 



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 2,370            2,370                -

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）

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 488               488                   人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育啓発用物品の作成 870               870                   教材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

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 住民を対象とした研修会の開催 100               100                   講師謝金、車両借上げ料

⑨消費生活相談窓口高度化事業 困難な相談に対応するための弁護士等専門家の活用 600               600                   講師謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター及び県消費生活センター主催の研修への参加 262               262                   旅費、研修費

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談業務の参考になる図書の購入 50                 50                    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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 美浦村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 84425 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員1名を配置し、週３日消費生活相談を実施。

（強化） 多様化・複雑化する消費生活相談業務を円滑に実施するため、H22年4月から相談員を1名増員し、2名体制で相談業務を行う

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品安全安心分野の対応力を強化するため、住民を対象とした調理実習を兼ねた研修会を開催する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 地区の老人会や健康教室など、さまざまな集まりに出向き、啓発用資料を使用しての出前講座を行い、消費者教育の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 国民生活センター及び県消費生活センターが主催する研修への参加支援を強化し、更なる相談処理能力の向上を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談の多様化、複雑化に対応するため、弁護士等専門知識を有する者を活用し、相談者の期待にこたえる

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 事務の効率的な実施のため電子情報処理機器(パソコン等）を設置した。

（強化） 相談業務の参考になる図書等を購入し、センター機能を強化する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      488                

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      480                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県消費生活センター主催の研修参加費用の支給

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

2      人

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

前年度差 -43            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,250          千円 20年度差 -822           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 488            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,620          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,370          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 1,293          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,010          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,303          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,072          



市町村事業計画様式 【様式４】

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） 弁護士と相談員が連携し、無料法律相談会を開催 72                 72                     弁護士への謝金

合計 - 4,135             2,261                 -

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）

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
あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引き
上げるとともに、新たな相談員を1名配置する

3,150             1,276                 報酬、費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した消費者の育成及び消費者被害未然防止を図る 111                111                   教材作成等（ガイドブック作成費）

⑭商品テスト強化事業

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
消費者を対象とした食品表示の研修会を開催し、食の安
全を啓発する

100                100                   教材購入費

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）

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） 相談員の国等主催研修への参加支援（3名） 100                100                   旅費、研修費、教材費、受講料等

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センターの一層の機能充実をはかり、消費生活
センターのPRに努める

602                602                   
消費生活センターPRのためにうちわ、クリアーファイル等啓発物
品作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 阿見町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 084433 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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） 弁護士と相談員が連携し、無料法律相談会を開催する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 平成20年度は専門相談員2名配置

（強化）
平成21年度より消費生活センター週5日の開設を専門相談員5日の対応とした。23年4月からは、あっせんの強化を図り、従前からの相
談員の報酬を引き上げるとともに、相談件数の増加に対応するため、新たに相談員を1名配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 県作成のパンフレット配布。

（強化） 食品の安心・安全のための消費者の対応力を強化するため研修会開催。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県等が作成したチラシ等を消費者へ配布。

（強化） 啓発用リーフレット等を作成し、出前講座等で配布することにより、消費者教育の充実を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 県開催の研修参加のみ支援。

（強化） 国セン開催の研修に相談員3名を参加できるよう支援、また消費者団体主催などの研修会へも参加支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター周知チラシの全戸配布、パソコン、相談用テーブル、パンフレットスタンド等を購入し、相談体制を充実強化した。

（強化） センター周知用物品を作成し、消費生活センターの周知強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,276              

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       720                

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国等主催の研修参加のため旅費等を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 既存の相談員の単価改正を図る

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

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 3      人

3      人

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

前年度差 -169           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,369          千円 20年度差 346             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 1,276             千円

平成23年度の消費者行政予算 4,630             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,261          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 2,538          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,239          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,777             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,023             



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 660               660                   -

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）

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 相談員報酬及び費用弁償 374               374                   相談員報酬（7,200円×49回=352,800円）・費用弁償（423円×49回=20,727円）
毎週火曜日の為月5回あり

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報媒体を活用した消費者教育及び消費者啓発活動 180               180                   消費者教育パンフレット・リーフレット・パネル等作成購入

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 研修参加支援 26                 26                    研修参加者交通費・研修費・教材費等

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能向上のための強化、整備、住民への周知 80                 80                    啓発物品・チラシ等作成・執務参考図書購入等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 河内町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 084470 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名を配置し、週1日相談対応を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止の為の教材（パンフレット・リーフレット・パネル）等の作成、購入、講師謝礼等。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の知識向上を図るため、国・県等が主催する研修への参加に交通費・教材費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口を開設、事務用機器（パソコン、複合機、シュレッダー）の購入。

（強化） 消費生活相談窓口周知啓発物品、リーフレット等を作成。執務参考資料を購入し、体制強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      374                

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      294                

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加時における交通費・教材費等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談機能向上のための執務参考資料の整備

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

1      人

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

前年度差 -3,476        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 167            千円 20年度差 162            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 374               千円

平成23年度の消費者行政予算 827               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,643          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,093            千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 800               800                   -

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）

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 相談員の配置 240               240                   相談員の賃金（日額10,000円×月2日×12ヶ月）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発チラシ及び物品作成 560               560                   チラシ（30円×6,000部×2回）　物品（100円×2,000本）

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 八千代町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 085219 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 今年度も、八千代町消費生活センターを月2回開設し、相談員を配置して引き続き強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発の為、チラシ及び物品を作成して消費意識の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      240                

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      192                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

1      人

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

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 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 47              千円 20年度差 -                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 240               千円

平成23年度の消費者行政予算 847               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 47              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 580            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 627               千円

平成20年度の消費者行政予算 47                 



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 620               620                   -

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）

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 　相談員報酬 120               120                   　相談員（非常勤）の配置

⑬消費者教育・啓発活性化事業   消費者啓発 450               450                   　啓発用チラシ等作成

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 　職員の研修参加 50                 50                    　研修参加者の旅費、研修費、教材費

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 五霞町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 85421 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 多様化する消費者相談に対応するため、窓口を設置するに当たり、相談員を1名配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用チラシを各戸に配布することにより、消費者問題の啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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・県が主催する研修会に参加し、職員の知識の向上を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      120                

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      84                 

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

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 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円 20年度差 -6              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成23年度の消費者行政予算 625               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 620            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 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 650            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 655            千円

平成20年度の消費者行政予算 11                 



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 430               430                   -

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）

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 相談窓口開設事業 120               120                   相談員報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談窓口開設事業 310               310                   相談員専用収納棚､ﾁﾗｼ等陳列棚､執務参考書購入､周知ﾁﾗｼ

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 境町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 85464 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） H22.4月から相談窓口（月1日）を開設し、相談員を配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談事務事業に係る事務用品備品（PC等）購入並びに啓発をグッズ購入し相談事業の強化をはかる

（強化） 相談員専門収納棚、チラシ等陳列棚、執務参考書等を購入し充実強化をはかる

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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

対象人員数計 追加的総費用

1      120                

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      84                 

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

1      人

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

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 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

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

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

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

平成23年度の消費者行政予算 435               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 430            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 340            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 345               千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  



市町村事業計画様式 【様式４】

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 - 447               447                   -

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）

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 相談員の増員 375               375                   相談員の報酬及び費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 研修参加者支援 22                 22                    研修時の費用弁償

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料購入 50                 50                    参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 利根町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 85642 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名の配置（22.4．1～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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） 執務参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      375                

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      300                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

1      人

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

前年度差 65              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 65              千円 20年度差 65              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 375               千円

平成23年度の消費者行政予算 512               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 447            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

うち基金（交付金相当分）対象経費 468            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 468               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  


