
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 7,281            7,281                -

啓発物品作成費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑧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

845               

相談員の研修参加費、受講料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑭商品テスト強化事業

845                   

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）

都道府県名 三重県 市町村名 津市

6,037            

事業名 事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

対象経費

自治体コード 242012 平成 23

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

6,037                

399               399                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務用機器の購入費、参考図書の購入消費生活相談機能の強化・充実

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座、広報誌による啓発

（強化） 啓発用チラシの作製

⑭商品テスト強化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 年１回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

（強化） 年３回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

平成２２年度に事務用機器の設置、事務室の改修、参考図書の購入を行ったが、更なる機能強化のために、事務用機器の設置、参
考図書の購入、窓口周知が必要である。

（強化） 事務用機器の設置（ノートパソコン・プロジェクター・ソフト、相談員用椅子・雑誌架等）、参考図書・DVDの購入、消費生活センター周知のための回覧板作成

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活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）

人

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人日

（強化）

自治体参加型

参加者数



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

平成22年度末

参考図書の購入、事務用機器の整備

①報酬の向上 ○ 相談員報酬を時給１，２１３円から時給１，３１６円への増額（ただし、基金は活用しない）

処遇改善の取組 具体的内容

-      平成23年度末予定

うち定数外の相談員

人うち委託等の相談員 相談員数 -      平成22年度末

平成20年度の消費者行政予算 4,216            

うち定数内の相談員

②研修参加支援 ○ 年２回程度／各相談員の研修参加旅費・参加費の支援

③就労環境の向上 ○

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,281          

相談員数 3      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 7      

人

7      人

3      人

相談員数

4      

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員総数

平成23年度末予定 相談員数

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

人

相談員数

人

千円

平成22年度末 相談員数 4      

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,519          

平成22年度の消費者行政予算 9,992            千円

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

581             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,054          千円

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

20年度差 3,838          前年度差

千円

平成23年度の消費者行政予算 15,335           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,473          

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成

消費生活出前講座実施費用（講師料）
啓発用資料（パンフレットなど）の作成、啓発備品

4,000                

2,142                

旅費・負担金（受講料）

-

年度都道府県名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

242021

事業の概要 事業経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員の県外等での研修への参加支援（２名）⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 224               

事業名

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費者被害防止のための啓発

23

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

三重県 市町村名 四日市市 自治体コード

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費生活弁護士相談（相談員同席）

-

720                   

4,201            

720               

1,115            1,026                

112                   

弁護士相談報償費

相談員（臨時職員）１名増強 2,142            相談員賃金、社会保険料等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費生活出前講座実施（条例制定時：年２５回分の予算措置）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化） 消費生活出前講座実施の拡大（１０回分）
パンフレット等の購入または作成

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門相談員２人

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

国セン等の県外等研修参加について、各相談員年１回の参加支援（旅費・負担金）

（強化） 国セン等の県外等研修参加について、各相談員年２回の参加ができるように支援（旅費・負担金）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化） 専門相談員３人（平成２２年４月から有資格者の臨時職員を１名増員）

（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

追加的総業務量（総時間）

2,142              

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数

1       

（強化）

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
高度な専門相談への対応強化を目指し、消費生活弁護士相談を実施（相談員同席）

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間実地研修受入総日数

⑱消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）

（既存）

1       1,860              

研修参加・受入要望

条例制定時なし

人日

実施形態

人

人

（強化）



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

県外研修参加について、各相談員年１回のところ、２回参加できるように支援する。（旅費・負担金）○

③就労環境の向上

④その他 消費生活弁護士相談の中で弁護士による法的助言を受け、相談能力の向上を図る。

20年度差

具体的内容

②研修参加支援

22,154           千円平成20年度の消費者行政予算

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

前年度差千円

2,142            

○

人3      相談員総数

平成23年度末予定人

相談員総数

人

千円

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

3      

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

3      

うち定数内の相談員 平成22年度末

平成23年度末予定3      人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,699          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員数

平成22年度末

-                  千円

24,958         

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

2,607          

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

24,761         

千円

29,657           

平成23年度の消費者行政予算

-197           

千円

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

28,761           

4,000          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - -6,661            6,451                

3,790                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

出前講座で使用する備品、ｲﾍﾞﾝﾄで使用する啓発物品等の購
入。また消費者教育として使用するパンフレットの印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者啓発事業（出前講座開催、イベントでのちらし等
配付）

3,800            

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員（1名）人件費

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

2,478            2,403                相談員1名の報酬、社会保険料等

⑧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（行政職員、相談員）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

258               258                   

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）

研修旅費

平成

対象経費

23 年度

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード 242039

事業名 事業の概要

都道府県名

-                      125               

三重県 市町村名 伊勢市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市のＨＰ，広報等で啓発

（強化）
市のＨＰ，広報に加えて相談員を中心に、中学生、高齢者を対象に出前講座を開催する。また消費者月間に悪質商法への注意を呼
びかけ啓発物品を配付

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 行政職員（兼務）による消費生活相談を実施している。

（強化） 平成２２年9月から相談員（１名）を配置し、相談機能を強化する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（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） 県が実施する研修に参加

（強化） 県が実施する研修に加えて、国民生活センターが実施する研修（1名×３回）にも参加し、レベルアップを図る。

（強化）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）



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

追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

1       2,403              

対象人員数計

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

1       1,883.25         

（強化）

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

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）

人日

実施形態

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（既存）



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

相談員数

1      

②研修参加支援 ○ 研修参加支援の強化（年３回）

③就労環境の向上 ○ 執務参考図書の購入による就労環境の整備

④その他

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

①報酬の向上

99               千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

前年度差

人 平成23年度末予定

千円 210             

1      人

人

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数人

処遇改善の取組 具体的内容

千円

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

相談員総数

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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

人

20年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,451          千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 210             

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

千円

6,661            千円

千円

千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,133            

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,022          

千円

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111             

平成20年度の消費者行政予算 -                  

2,403            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員賃金等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,557            2,501                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座用教材パンフレット、機材を活用し消費者啓発の充実 181               181                   啓発用教材パンフレット、DVD等購入費

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員配置に係る賃金等 610               554                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費、受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口用設備充実、周知資料等購入 1,486            1,486                パーテーション、電話機、周知用リーフレット、参考図書等の購入費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員、相談員の研修参加支援 280               280                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成

対象経費

23 年度自治体コード 242047

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 三重県 市町村名 松阪市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 平成２３年８月から消費生活相談員を配置（１名・週３日・１日あたり７時間）し、相談機能を強化する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談、啓発業務の行政職員による兼務体制

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化） 啓発用教材パンフレット、DVD等の購入（パンフレット１000冊他）

（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） 県や国民生活センター等が主催する消費者問題に関わる研修会等へ参加（２人×３回）している。

（強化） 引き続き、県や国民生活センター等が主催する消費者問題に関わる研修会等へ参加（３人×２回）していく。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

パワーポイント資料や啓発冊子を使用して出前講座を開催。市広報による記事掲載など。

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 執務用参考図書の増備やパソコン（１台）の配備により、消費者相談事務の体制整備を図っている。

（強化） 相談窓口用設備（パーテーション、電話機等）、参考図書等の購入、相談窓口周知用リーフレット65,000枚）を作成し相談窓口のさらなる体制整備を行なう。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       554                

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）

年間実地研修受入総日数 人日

1       560                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

年間研修総日数

⑱消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）

人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

事務用機器（電話等）の設置、参考図書購入により就労環境を整備

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

56               千円20年度差 -35             

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 211               

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る経費を支援（年２回）

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,501          

千円

人

1      人

人

1      

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,677            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 176             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 554               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,400          

平成22年度の消費者行政予算 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,262            1,262                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

1,152            1,152                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

増設分相談員報償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員設置日増設

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧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に係る支援 60                 60                    研修参加に要する交通費、日当、受講料を支給

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 環境整備 50                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242055都道府県名 三重県 市町村名 桑名市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） １日に付き２名の消費生活相談員を配置（週２日・１日あたり４時間）し、相談に対応。

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 研修参加に必要な交通費・受講費は参加者自身で賄っていたため、複数の研修に対して積極的に参加を促すことは困難であった。

（強化）
研修参加に係る支援（年６回×５名程度）を行い、相談員の知識の向上と、対応力強化を図り、相談者に対する解決に向けたより良い
アドバイスの提供に繋げる。

最新資料より、適格なアドバイスの提供、早期解決に繋げる。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２２年度に執務参考資料を整備したが、相談に的確に対応するには更なる充実が必要。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 専門相談員の設置日を増設（月・金→月・火・木・金）することにより、継続相談、迅速なアドバイスの提供、早期解決に繋げる。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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4       1,152              

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

4       576                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 4      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

相談業務に必要な参考資料を購入し、それらを活用して相談業務を充実させる。

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -69             

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 1,845            

②研修参加支援 ○ 法改正、現状の消費者問題等の知識を身につけ、相談業務に活かす。

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,262          

千円

人

5      人

人

前年度差

人

5      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,038            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,776          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,776          千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,152            

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,340          

平成22年度の消費者行政予算 5,116            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,016            3,000                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

1,024            1,008                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

報償費、費用弁償、社会保険料（雇用保険）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員1人配置

消費者被害防止のための啓発 356               356                   講演会開催、啓発グッズ作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談窓口従事者研修参加支援（2名） 260               260                   旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

1,376                相談室改修　相談室の扉の設置、壁の改修、冷暖房機の設置等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口強化 1,376            

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242080都道府県名 三重県 市町村名 名張市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市広報誌へ啓発文を掲載している。市内消費者団体と連携して出前講座を開催している。

（強化） 悪質商法などの消費者被害防止に向けて引き続き既存事業を実施する。市民を対象に講演会（1回）を開催する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が主催する研修や国民生活センターが主催する研修に参加している。

（強化） 引き続き、県が主催する研修や国民生活センターが主催する研修に参加する。（相談担当職員：2人×2回）

相談室環境改善のため、情報相談コーナーに相談室を2室設ける。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

相談窓口環境改善のためにパネルスクリーンを設置し、相談者のプライバシー保護に努めたが、情報相談コーナーの相談室について
は未整備である。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 見込まれる相談件数の増加に対応し、ＰＩＯ－ＮＥＴ設置に伴い即日入力できるよう、平成23年4月から相談員を配置する。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       1,008              

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       1,200              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

16               千円20年度差 16               

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 100               

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る経費を支援（年2回）

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          

千円

人

1      人

人

1      

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,116            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 116             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,008            

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          

平成22年度の消費者行政予算 3,100            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 786               786                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害防止のための啓発 696 696 啓発用パンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修参加支援（１名） 90 90 旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242098都道府県名 三重県 市町村名 尾鷲市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市広報誌への啓発内容の掲載、地域リーダーによる講習等。

（強化） 住民向けに悪質商法等の被害防止を図るためのリーフレットを購入し、市内全戸配布する。また、より詳細なパンフレットも購入し、地域リーダーの講習会等でフォローアップとして配布。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧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）

（既存） 県が実施する研修等に参加。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

引き続き県が実施する研修等に参加。国民生活センターが実施する研修に参加（相談担当職員２名×１回）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数 -      

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 -      人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-100           千円20年度差 -100           

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 100               

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 786             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 786               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             

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）対象の賃料、人件費等

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,402          

平成22年度の消費者行政予算 1,502            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,987            1,173                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

1,194            380                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員出勤増加分の報償費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談室開設日の増加及びそれに伴う相談員の
勤務日数を増加することにより、様々な相談に対し、迅速
に対応できる体制を整備する。

市民への直接及び間接的啓発を実施し、消費者被害を
消費者自身が未然防止できるように促す。

563               563                   チラシ・リーフレットや啓発用品の購入等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び消費者行政担当職員の研修参加によるレベルアップの支援を行う。 200               200                   研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

30                    参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の住民周知をはじめとする相談室機能の強化を図る。 30                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242110都道府県名 三重県 市町村名 鳥羽市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 行政テレビ放送や広報等で周知している。

（強化） 消費者被害を消費者自身が未然に防止する意識と関心をより強く持ってもらうため、直接的または間接的に啓発活動を実施する（チラシまたはリーフレット及び啓発用品の購入)。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 現在、消費生活相談室を週2回開設。消費生活相談員2名を配置している(週1日、月4日）。

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費者行政全般において、相談員が幅広い知識を有し、相談業務をより円滑に進めるため、各法令等の参考書を購入する。

（既存） 県、市開催の研修等に相談員も参加している。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談室の周知及び消費者問題への啓発を目的として、冊子またはチラシ等を購入し、全戸配布する。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

消費生活相談員(2名）及び消費生活に携わる職員のレベルアップを図るため、各種研修会へ参加する。

（強化）
消費生活相談室の開設日を増設し、それに伴う相談員の出勤日数が増加したことにより、あらゆる消費生活相談に対応できるよう消費
者行政の強化を図る。（開設日：週２回から３回へ増設、相談員勤務日数：１名あたり月４日から６日へ増加）。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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2       380                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

2       343                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

平成23年度末予定

平成２２年度に消費生活相談室開設日を週2回から3回へ増加。
それに伴い、消費生活相談員の勤務日数も月4回から6回へ増加。

○ 平成21年度増額済み（５，９００円→７，６００円）

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-2               千円20年度差 128             

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 775               

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加のため、旅費を支援する。

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,173          

千円

人

2      人

人

2      

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,076            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 905             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 903             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 380               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,768          

平成22年度の消費者行政予算 2,673            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,864            1,864                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者教育・啓発の強化 1,753            1,753                

講座や説明会の開催（地域リーダー旅費、案内通知等役務費、会場借
上げ料）、振り込め詐欺防止キャンペーン啓発物品、くらしの豆知識購
入、市民ホールにおける消費者行政専用掲示板とパンフレットスタンド
の設置また、消費者トラブル啓発DVDを常時放送、説明会用ソフトの購
入、啓発劇の開催、研修会や講演会の記録保存のためのICレコーダー
とビデオ

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援 103               103                   研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

8                      電話相談における番号の確認と録音ができる電話機の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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） 記録保存のための整備 8                  

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242128都道府県名 三重県 市町村名 熊野市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 国・県からのパンフレット等を市民ホールに設置

（強化）
啓発リーダー・消費者行政担当職員による、地域や学校など各種団体に対して、説明会や講座等を開催する。警察と連携して振り込め詐欺キャン
ペーンを行なう際啓発物品を配布、振り込め詐欺撃退シールを配布、市民ホールに消費者行政専用掲示板とパンフレットスタンドを設置また、消費者
トラブル啓発DVDを常時放送、高齢者向け啓発劇公演の開催、研修会や講演会の記録保存のためのICレコーダーとビデオ

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修に参加している。

（強化） 引き続き県主催の研修に参加するとともに、国民生活センターが開催する消費者行政職員研修（10月21日～23日）へ職員1名が参加予定。

電話相談における番号の確認と録音ができる電話機の購入

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 記録用機器はデジタルカメラのみ、留守電・ナンバーディスプレイはついていない相談専用電話機

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,864          

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,864            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）対象外経費 -                千円

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

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,523          

平成22年度の消費者行政予算 1,523            千円

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,178            1,178                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

636               636                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員（週一回勤務）の報償及び費用弁償（通勤手当相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員配置による相談窓口の設置

消費者啓発強化にかかる啓発グッズの作成 415               415                   商工課相談窓口周知グッズ作成費（415千円）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が、県内外で
開催される研修会等に参加するための支援

47                 47                    研修参加支援経費（47千円）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

80                    参考図書購入費（80千円）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談強化にかかる資料収集 80                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242152都道府県名 三重県 市町村名 志摩市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者教育・啓発強化にかかる体制の整備が必要であるが、現時点においては十分な体制が整っていない。

（強化）
市役所商工課の消費生活相談窓口を広く周知することを目的として、その内容が書かれたシールを作成する。そのシールを消費者
啓発勉強会等で配布して自宅の電話機等に貼ってもらうことにより、相談窓口の周知と消費者教育・啓発にかかる強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） これまで消費生活相談員を設置しておらず、相談が寄せられた時には担当職員若しくは他の職員が対応していた。

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県外で開催される研修会等に対し、これまで参加できる機会が持てなかった。

（強化）
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が県内外で開催される研修会へ参加することを支援することにより、相談業務にかかる
レベルアップを図る。（名古屋市へ職員・相談員各１名が各２回、津市へ相談員１名が１０回を予定）

参考図書類の購入・活用により、消費生活相談にかかる総合的な強化を図る。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

消費生活相談を行っていくにあたり、平成２１年度・２２年度において問題解決のための参考図書資料の購入を行ったが、まだ十分な
内容等が整っていない。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）
平成２２年２月より配置した消費生活相談員１名を平成23年度も引き続き週一回配置することにより、消費生活相談窓口の設置と相談
業務の強化を図る。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       636                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       403                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

平成23年度末予定

執務参考資料（図書）の充実

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

5                千円20年度差 67               

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 133               

②研修参加支援 ○
県内外で開催される研修会への参加支援
（名古屋市へ職員・相談員各１名が各２回、津市へ相談員１名が１０回を予定）

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,178          

千円

人

1      人

人

1      

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,378            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 195             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 200             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 636               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,099          

平成22年度の消費者行政予算 1,294            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 2,139            1,987                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

1,251            1,251                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

消費生活相談員の配置に係る人件費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 人的体制整備の支援

消費者教育・啓発の強化に係る事業 314               162                   啓発パンフレット・啓発物品等の購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の研修参加支援 149               149                   旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

425                   執務参考資料購入費、住民への窓口周知に係る経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化を図る 425               

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 242161都道府県名 三重県 市町村名 伊賀市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪徳商法等啓発チラシの全戸回覧、市広報紙への啓発記事掲載。

（強化） 被害の増加している悪徳商法等の情報を掲載した啓発パンフレット等の教材を購入し配布する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応している。

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）

（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）

⑧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） 県開催研修会への相談窓口担当職員の参加。

（強化） 国民生活センター等開催の研修会への相談窓口担当職員参加（１名×２回）。

相談窓口情報を記載したパンフレットやシール等を作成し配布することで、窓口の周知を図る。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専門図書・専門誌の購入により、幅広い相談内容に対応しているが、窓口周知が不十分である。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 平成２３年４月から消費生活相談員を配置（週３日・１日あたり７時間４５分）し、相談に対応する。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       1,251              

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       1,116              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

執務参考図書の充実

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -15             

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 167               

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る費用の支援（年２回）

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,987          

千円

人

1      人

人

1      

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,139            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 152             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 152             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,251            

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,060          

平成22年度の消費者行政予算 2,212            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,479            1,479                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

180               180                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を配置し、消費生活相談事業を強化する。

消費者被害防止のための啓発 74                 74                    消費生活講座用パンフレット代

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・担当職員の県内外での研修への参加支援 61                 61                    旅費、日当、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

1,164                周知用パンフレット代、参考図書代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の周知 1,164            

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 243248都道府県名 三重県 市町村名 東員町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報誌等に啓発分の掲載。

（強化） 消費生活講座開催時等にパンフレットの配布。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 今までは、専門の消費生活相談員を配置しておらず、職員が対応したり県の消費生活センター等を紹介していた。

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が実施する研修等に参加。

（強化） 県が実施する研修等に引き続き参加するとともに、県外で実施される研修にも参加(年2回×2名）する。

消費生活相談員を配置し、消費生活相談事業を強化するため、パンフレットの作成及び参考図書の購入。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 職員が相談に対応しているが対応に苦慮することがある。また、参考図書も不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 平成２３年６月から専門の消費生活相談員を配置(月3日・1日あたり3時間）し、消費生活相談事業を強化する。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       180                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       90                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

相談対応に必要な執務参考図書の充実。

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に要する費用(旅費・日当）を支援する。

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,479          

千円

人

1      人

人

前年度差

人

1      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,479            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）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 180               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 699               699                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害防止の為の広報啓発 679               679                   
全世帯、新成人及び高齢者向けのパンフレット作成：335,000円
啓発グッズ作成：324,000円　図書購入：20,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20                    事務用品等購入：20,000円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者生活相談窓口の機能強化（事務用品等購入） 20                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 243434都道府県名 三重県 市町村名 朝日町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 不定期に町の広報誌へ掲載、県配布のパンフレットを窓口にて配布。全世帯向けにパンフレットの作成及び配布。

（強化）
既存事業を引き続き実施するとともに、啓発グッズを作成、配布。消費者月間にあわせ、町内の公的施設にパネル展示。
町立図書館に消費者コーナーの設置のため図書を購入。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費生活相談窓口の機能強化を図るため事務用品（執務参考図書）等を購入。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談をしているが事務用品が不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-1               千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 699             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 699               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                

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）対象の賃料、人件費等 -                  

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 334             

平成22年度の消費者行政予算 335               千円

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 140               140                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害防止のための啓発 120               120                   啓発資料の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20                    参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能強化 20                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 243442都道府県名 三重県 市町村名 川越町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県配布物等で啓発。

（強化） 高齢者向けに啓発資料を配布し意識を高めてもらう。クーリングオフ封書セットを窓口等で配布して、クーリングオフへの理解を深めてもらう。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費生活相談窓口の担当職員の資質の向上のため、参考図書を購入する。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応しているが、参考図書が不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 6                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 140             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 146               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6                

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 400               400                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

96                 96                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

消費生活相談員（１名）に支払う報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設（相談員１名、月１回、１日４時間）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
担当職員、消費生活相談員の国民生活センター主催の
研修会への参加

39                 39                    旅費、研修受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

265                   参考図書の購入、消費生活相談窓口周知リーフレット印刷代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
担当職員、消費生活相談員の資質向上による相談窓口
の機能強化、相談窓口の周知等リーフレットの作成

265               

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 244422都道府県名 三重県 市町村名 明和町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者行政担当職員による窓口での相談対応（消費生活相談員の配置なし）

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の消費者行政担当初任者研修のみ（毎年参加はしていない）

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加するための旅費等を負担

・相談業務担当職員の資質向上のための参考図書の購入による相談窓口の強化
・消費生活相談窓口の周知を行う（リーフレットの作成、配布）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
・県発行の『消費者生活相談ハンドブック』を参考にした相談窓口対応
・消費生活相談窓口を周知するために、リーフレットを配布

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 平成２２年１０月から消費生活相談員を配置し相談窓口の機能強化を図っており、平成２３年度も継続する。（相談員１名、月１回、１日４時間）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       96                  

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       48                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 1      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 5                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 95                 

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修等に伴う旅費の実費負担

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             

千円

人

1      人

人

前年度差

人

1      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 500               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 96                 

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 352             

平成22年度の消費者行政予算 452               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 420               420                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費生活相談窓口の周知 400               400                   啓発物品の購入・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20                    参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の強化 20                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 244431都道府県名 三重県 市町村名 大台町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） パンフレット、ポスターなどによる啓発

（強化） 消費生活相談窓口を周知するための啓発物品（マグネット等）の作成・全戸配布

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧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）

最新版の参考図書等の購入による相談窓口機能の強化。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応しているが、参考図書等が不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 -      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 420             

千円

人

-      人

-      人

-      

前年度差

人

-      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 420               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）対象外経費 -                千円

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

-      

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 860             

平成22年度の消費者行政予算 860               千円

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,171            1,171                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

384               384                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

月2回実施　8時間×＠2000×24回＝384,000円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員の設置

啓発のためのパンフレット及びグッズの購入 641               641                   パンフレット399,000円、グッズ242,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の研修参加支援 146               146                   国民生活センター開催研修会①職員講座②専門２日コース

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 244619都道府県名 三重県 市町村名 玉城町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者行政の正しい知識が周知されていない。

（強化） 悪徳商法や振込み詐欺など未然に防ぐためパンフレットやグッズを配布し啓発に努める。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員を配置していない。

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）

（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）

⑧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）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存） 県主催の研修会等に参加している。

（強化） 消費者行政の基本実務知識を習得するための研修会（国民生活センター主催：年2回×2名）への参加を支援する。

（強化） 平成２３年４月から消費生活相談員を配置（月２回、１回あたり８時間）し、消費生活相談に対応できる体制を整備する。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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 時間／年

人

人 千円1       384                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       192                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 -      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援 ○ 消費者行政の基本的実務知識の取得

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,171          

千円

人

1      人

人

-      

前年度差

人

1      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,171            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）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 384               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,294          

平成22年度の消費者行政予算 1,294            千円

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 735               735                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害の防止を図るため、ミニ本を作成し、町民に配布する 725               725                   冊子の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

10                    執務参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書を購入し、町民からの相談業務を強化する 10                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 244708都道府県名 三重県 市町村名 度会町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町民に消費者被害の防止をはかるための啓発資料がない。

（強化） 消費者被害の防止の強化をより図るため、啓発資料（くらしの豆知識）を作成し、町内全世帯に配布する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧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）

町民からの相談に対応するため、さらに新たな参考図書を購入する

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 町民からの相談に対応するため参考図書を購入したが、不足している

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-2               千円20年度差 3                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 735             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 738               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）対象外経費 3                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             

平成22年度の消費者行政予算 565               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 680               680                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

143               143                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員（月１回勤務）の報酬及び旅費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員配置による相談窓口整備

消費者被害防止のための予防対策・啓発 525               525                   パンフレット制作費（全戸配布用と窓口分）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

12                    参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談窓口担当職員・消費生活相談員のスキルアップのた
めの図書の購入

12                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 244716都道府県名 三重県 市町村名 大紀町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県からの送付物による対応

（強化） 住民向けに悪質商法等の被害防止を図るためのリーフレットを購入し、町内全戸配布する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） これまで消費生活相談員を設置しておらず、相談が寄せられた時には担当職員若しくは他の職員が対応していた。

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）

（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）

⑧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）

相談窓口担当職員・消費生活相談員の資質の向上を図るために参考図書を購入する。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考図書がないため、相談者の対応に苦慮することがある。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 平成２３年４月から消費生活相談員１名を採用し、月１回配置することにより、消費生活相談窓口を整備して相談業務の強化を図る。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       143                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       93                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

執務参考図書の充実

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 680             

千円

人

1      人

人

前年度差

人

1      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 680               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）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 143               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 447               447                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

447               447                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

相談員謝礼及び費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員配置による相談窓口業務

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 24472都道府県名 三重県 市町村名 南伊勢町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応していた。

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）

（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）

⑧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）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 平成２２年４月から消費生活相談員を１名配置（月１回）したが、平成２３年４月からは月２回に増やす。

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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1       447                

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

1       96                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 1      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 447             

千円

人

1      人

人

前年度差

人

1      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 447               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）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 447               

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,538          

平成22年度の消費者行政予算 1,538            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 782               782                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害の防止を図るための啓発物品の購入及び配布等 708               708                   
啓発用ﾊﾟｿｺﾝ（ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ、DVD付属）、啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成（全
戸配布）、啓発ｸﾞｯｽﾞ(ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ)作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の消費者行政関係研修参加支援 54                 54                    旅費、参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20                    執務参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能の拡充 20                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 245437都道府県名 三重県 市町村名 紀北町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 国・県から配布された広報啓発チラシを役場カウンターなどに配置及び啓発小冊子の全戸配布。

（強化）
啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄを作成購入し全戸配布、啓発用ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭを町内ｲﾍﾞﾝﾄ等で配布し広報啓発を強化する。ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ、DVD付属のﾊﾟｿ
ｺﾝを購入し各団体等への啓発を強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修等に参加

（強化） 引き続き消費者の相談に対応できるよう国民生活ｾﾝﾀｰ等主催の研修等への参加支援（年1回）を強化する。

引き続き相談窓口の強化を図るため、執務参考図書を購入する

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口の強化を図るため、執務図書を購入したが、不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-                千円20年度差 -                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 -                  

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 782             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 782               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）対象外経費 -                千円

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

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,212          

平成22年度の消費者行政予算 2,212            千円

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 461               350                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者行政啓発用パンフレット作成配付 461               350                   消費者行政啓発用パンフレット作成配付

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 245615都道府県名 三重県 市町村名 御浜町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 関係機関を通じ、国、県からの注意喚起情報の周知及び県配布物や町広報紙等での啓発

（強化） 消費者行政啓発用パンフレット作成配付（＊自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止に努める。）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧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）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

相談員数 -      うち委託等の相談員

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

平成23年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

③就労環境の向上

人

平成23年度末予定 相談員数

相談員数

人

-51             千円20年度差 51               

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 60                 

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 350             

千円

人

-      人

-      人

-      

前年度差

人

-      

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

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

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 461               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 162             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111             千円

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

-      

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                

平成22年度の消費者行政予算 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 -                  



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 300               300                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

悪質商法啓発パンフレットの全戸配布、悪質商法DVDの購入 280               280                   悪質商法啓発パンフレットの全戸配布、悪質商法DVDの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

20                    参考書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍の購入 20                 

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

対象経費

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 24562都道府県名 三重県 市町村名 紀宝町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町広報紙による啓発

（強化） 悪質商法について注意喚起するパンフレットを作成し全戸に配布する。DVDを購入し、必要に応じて貸出等を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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）

（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）

⑧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）

参考図書を購入し、消費生活相談への対応力を強化する。

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応しているが、参考図書が不足している。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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

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

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定 相談員数

④その他

③就労環境の向上

相談員数

人

5                千円20年度差 5                

相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 15                 

②研修参加支援

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             

千円

人

-      人

人

前年度差

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

平成23年度の消費者行政予算 320               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人

相談員数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 15                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

6,287            2,892                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 11,371           5,670                

平成20年度の人員体制に対して増員した相談員に係る報酬，
費用弁償，社会保険料等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整
備

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者啓発物品の作成，消費者行政周知用チラシ類の
作成

2,586            1,928                

⑨消費生活相談窓口高度化事業

消費者向け各種啓発冊子・物品の購入及び作成費，消費者行
政周知用チラシ類の作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援 180               154                   旅費，研修費，教材費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 三重県 市町村名 鈴鹿亀山地区広域連合 平成

対象経費

23 年度

事務所の賃料，事務所の改修，機材・事務用機器の設置696                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 面談室の新設 2,318            

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 249271



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整備として，平成21年5月から新たに1名（定数外職員）を雇用して増員し，定数
内職員を除いて，3名の相談員（定数外職員）の体制とした。23年度についても同様の体制を継続する。

・地域住民の契約の知識や消費者意識の向上を目的として，啓発方法と機会の増強を行うため，各年代向けの悪質商法に関する啓
発冊子の購入費用又は作成費用，消費生活センターのＰＲ物品の購入費用として基金で160万円を計上する。
・地域住民への消費者行政に関する周知の向上を図るため，広報誌への掲載とは別に，周知用のチラシを年１回発行する。自主財源
による年３回の広報発行は継続する。

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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

相談業務を兼務する定数内職員を除いて，2名の相談員（定数外職員）を雇用している。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

啓発物品の購入及び作成に5万円，広報誌発行事業として47万8千円（年3回分）の予算としている。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑧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） 相談業務を担う消費生活センター所長と2名の消費生活相談員（常勤嘱託）のうち，いずれかが1回研修に参加できる予算としている。

（強化） 相談業務を担う消費生活センター所長と2名の消費生活相談員（常勤嘱託）が，各々1回ずつ研修に参加できるように，基金を活用し
ながらその機会を増やす。

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 金融機関の2階の一部を面談室として新たに借用。それに伴い，改修工事（間仕切り）を行い，簡易冷暖房器具等の備品を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存） 金融機関の2階の一部を消費生活センター事務所として借りており，面談についてはその事務所の一画で行っている。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

参加者数

追加的総業務量（総時間）

人

年間実地研修受入総日数 人日

人

年間研修総日数

1       2,892              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人日

自治体参加型

実地研修受入人数

1       1,860              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態 研修参加・受入要望



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

人

人 平成23年度末予定

人

4      人

1      人

3      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

平成23年度末予定人

④その他

②研修参加支援 ○ 公費で研修に参加できる機会を増やす。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

相談員数

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

千円

人 平成23年度末予定

千円

人 平成23年度末予定

20年度差 71               

相談員数

相談員数

-76             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      

前年度差

相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,570         

千円うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,108            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,646         千円

平成23年度の消費者行政予算 23,240           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,670          

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,666          

平成22年度の消費者行政予算 23,312           千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 17,499           千円


