
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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

年度

事業経費

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

合計

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、事業者取引指導監視員、一般職員へ
相談業務、法執行業務に係る研修参加機会を付与。

自治体コード

9,393             

677

331007

謝礼

都道府県名 岡山県 市町村名 岡山市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要

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）

-

弁護士等への相談

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

平成２１年度から、消費生活相談員を１名増、事業者取引
指導監視員を１名採用。平成２２年度に事業者取引指導
監視員をさらに１名採用。

悪質な訪問販売等への対応策及び啓発のため、啓発ス
テッカー、リーフレット、啓発グッズ等を作成し高齢者を中
心とした消費者へ配布する。また、出前講座に必要なノー
トパソコン等の機材を購入する。
食品表示等に関する内容量に着目した出前講座を実施す
るために必要なパンフレット、教材等の充実を図る。

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

200 200⑨消費生活相談窓口高度化事業

677

対象経費

啓発ステッカー、リーフレット、啓発グッズ等作成費
ノートパソコン等購入費
教材、サンプル等購入費

参加旅費、研修参加負担金

1,920

6,596

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

6,596

平成 23

1,920

報酬、費用弁償（通勤費）、社会保険料（健康、厚生年金、雇
用）、児童手当拠出分

-9,393                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費生活相談員で延べ２回／年、国民生活センター等への研修に参加

既存の内容に加え、消費者庁設置に伴い増大する業務への対応及び機能強化のため、平成２１年度に消費生活相談員１名増。取引指
導監視員（法執行・相談対応）を平成２１年度に１名、平成２２年度に１名採用。

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし

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）

（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）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

消費生活相談員４名、取引指導監視員０名。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）
既存の研修参加回数に加えて、相談員、取引指導監視員、一般職員１人に対し、１回/年以上の国民生活センター等への研修参加機会
の付与及び支援。

⑭商品テスト強化事業

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

既存の内容に加え、啓発ステッカー、リーフレット、啓発グッズ等の作成、小学生・ＰＴＡ向けに行う出前講座の実施及び必要なパンフレッ
トの作成、教材、サンプル等の購入。ノートパソコン等の出前講座用機材の購入。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

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
（既存）

（強化） 弁護士等への専門家への相談１０回/年

⑬消費者教育・啓発活性化事業

啓発リーフレット、冊子の作成、契約トラブルに関する出前講座の実施。

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人

年間研修総日数

3       

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

人日

人日

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

4,692              

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

3       6,596              



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

66,940           

31,490           

千円

千円平成20年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58,208         千円

平成23年度の消費者行政予算 47,117           千円

8,732           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,393           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 37,724         千円 20年度差 6,234           千円 前年度差 -20,484       千円

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

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○
２回/年の研修参加状況であったが、それに加えて１人に対し１回/年以上の参加
機会及び支援増

③就労環境の向上

④その他 ○ 通勤費支給



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）

情報紙の作成及び広報紙への折込費用
教材・機材等の購入費

2,224                

平成 23

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード

研修参加のための旅費等433               

2,744                

担当職員の研修参加への支援 87                 87                     

2,744             

研修参加のための旅費等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員及び専門相談員の研修参加への支援

-

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

433                   

都道府県名 岡山県 市町村名 倉敷市

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

消費者啓発のための情報紙を作成し，市内全世帯へ配
付
消費者教育のための教材・機材等の充実

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事業の概要

-

②消費生活センター機能強化事業（増設）

合計

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

2,224             

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

332020

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

国民生活センター主催の研修へ，専門相談員１名につき年１回参加

（強化） 独自の啓発用情報紙を作成し，市広報紙へ折込み市内全世帯へ配付。既存の内容に加え，啓発用教材・機材等の作成・購入等

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）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

市広報紙への記事掲載，出前講座，ＦＭラジオ及び市政テレビによる情報提供などを実施

（既存）

（強化）

（強化） 上記に加え，国民生活センターの基礎的研修に行政職員１名参加及び専門的研修に相談員２名及び行政職員１名参加

（既存）

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）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（強化）

（既存）

（強化）

（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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

経済産業省などで開催される特定商取引法執行研修や製品安全４法の研修等への参加

（強化）

（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）
（既存） 法執行担当職員のノウハウ向上を図るための研修参加への経常予算措置なし

（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

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

実施形態

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

年間研修総日数

人

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

自治体参加型

参加者数

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円平成20年度の消費者行政予算 18,258           

平成22年度の消費者行政予算 22,156           

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

3,410          

千円

平成23年度の消費者行政予算 20,679           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,744          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,746        

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,935        千円

千円

20年度差 -323           千円 前年度差 -811           千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数

相談員総数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の相談員養成講座への参加回数の増加
県が実施するレベルアップ講座への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

謝礼金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

合計

年度

事業経費

332038 平成 23自治体コード

1,160             

都道府県名 岡山県 市町村名 津山市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

講座と関連したチラシの配布で教育啓発を強化

255               国民生活センター、県等が開催する研修会参加支援

342               弁護士等の専門家による相談員への実地指導

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

旅費

563               

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

チラシ作成費、講師派遣委託料、会場使用料

1,160                

563                   

-

255                   

342                   



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）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

相談員が弁護士等の助言や指導を受けることができる相談会を年１０回開催した。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

相談員が弁護士等の助言や指導を受けることができる相談会の回数を２回増やし年１２回開催し、高度で専門的な相談への対応力をより強化する。

一般市民向けに興味を引くよう笑いを交え,どちらかというとおもしろおかしい講座を開催した。

（強化） 教育・啓発につながるチラシを作成し、その内容に沿った講座を開催することによって、一層の相乗効果を狙う。

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

相談員不在時にも対応できるよう,担当職員にも研修会に参加するための旅費を支給する。

（既存）

（強化）

相談員２名が各々２回程度研修会に参加する旅費を支給した。

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）

事業名

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）
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

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

実施形態

年間研修総日数

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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人日

人日

人

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成20年度の消費者行政予算

7,574             

6,746             

-      

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

千円

1,804          千円

-                   千円

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,770          千円

平成23年度の消費者行政予算 6,600             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,160          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 5,440          千円 20年度差 -1,306        千円 前年度差 -330           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 2      人

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

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

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加に必要な旅費を支給する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

研修参加旅費200                   

平成 23

100                   パンフレットラック等

対象経費

年度自治体コード

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

事業経費

300               -

200               研修への参加を強化し，相談業務の向上を図る。

- 300                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 玉野市

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談窓口の拡充を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

100               

合計

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

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

332046

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

県消費生活センターにて開催される講座に参加している。

気軽に相談できるスペースを確保するため，備品の整備，参考図書等を常備する。

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

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）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（強化）

（強化）

参考図書の拡充を図り，相談者が閲覧できるよう備品の整備を行なう。

（既存）

（強化）

（既存）

多種多様な相談に対応するため，更に研修への参加を強化する。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円-       -                    

-                    

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

人

実地研修受入人数 -      

実施形態

参加者数

人日

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

-      人日

研修参加・受入要望

-      

人

自治体参加型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

-      

-       



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 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      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 70               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円 20年度差 60               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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             

千円

平成23年度の消費者行政予算 405               千円

1,755           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円1,790             平成22年度の消費者行政予算

千円45                 平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消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）

年度

事業経費

消費生活センターを新設し、相談窓口の強化を図る。

332054

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

6,591                

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

合計

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,291             

事業の概要事業名

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）

自治体コード

6,591             

64                 

都道府県名 岡山県 市町村名 笠岡市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

- -

相談業務担当者のレベルアップを図るための研修参加支援

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

3,196             

⑫食品表示・安全機能強化事業

出前講座等啓発資材・啓発用備品購入 2,040             

平成 23

事務所賃料、パネルスクリーン

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

64                     研修旅費等

1,291                

2,040                

報酬、社会保険3,196                

出前講座啓発資材・啓発用備品購入



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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（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）

消費生活相談員不在。

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

県消費生活センター主催の研修への参加（年１回程度）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

笠岡市消費生活センターとしての啓発資材を作成し、啓発を行う。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

事業名

（既存）

（既存）

消費生活相談員を配置し、消費生活センターを設置。

引き続いて、消費生活センター（週5日開設、ＰＩＯ－ＮＥＴ配備、専門相談員の配置）として相談業務、周知啓発に取り組む。

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 平成22年度に消費生活センター（週5日開設、PIO-NET配備、専門相談員の配置）としての相談窓口を設けた。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（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

（既存）

（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）
⑫食品表示・安全機能強化事業

相談業務担当者のレベルアップを図るため国セン等への研修参加支援

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市で啓発資材が作成できていない。

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

（強化）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

（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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人日

人

年間実地研修受入総日数

1       1,701              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       3,196              

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

法人募集型

実地研修受入人数

人日年間研修総日数



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

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の処理能力向上のため、国民生活センター等の専門的な研修への参加支援

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

人

相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

相談員総数 人

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 580             千円 前年度差 -23             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 4,007             千円

603             千円

平成23年度の消費者行政予算 7,171             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,591           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円平成22年度の消費者行政予算

593               

うち定数外の相談員

平成20年度の消費者行政予算

6,549             

千円

千円

5,946           

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成22年度末

20年度差 -13             千円

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

1      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

旅費等（１名）

1,635            

815                   旅費等（1名）

1,635                

248                   

平成 23

130                   相談用テーブル（1台）　相談用いす（4脚）

対象経費

年度自治体コード

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

事業経費

相談員の配置に係る経費（消費生活関連業務分）

パソコン・プロジェクター・スクリーン（一式）、啓発用自治会回覧
バインダー、啓発用パンフレット（一式）

5,128            

2,300                消費生活相談員の配置 2,300            

-

248               国民生活センター等実施の研修への相談員の参加支援

- 5,128                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

出前講座用資機材の整備及び、啓発用パンフレット等の購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 井原市

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

県実施の研修への相談員の参加支援

相談室設置に係る備品購入

815               

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

130               

合計

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

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

332071

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業

なし

（強化）

（既存）

なし

消費生活相談窓口への看板設置及び相談窓口周知パンフレットの購入

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

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）

（既存）

出前講座等で使用する資機材（パソコン、プロジェクター、スクリーン一式）及び啓発用パンフレット（一式）、啓発用自治会回覧バインダー（一式）の購入

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

なし

（強化） 県が実施する研修（相談員養成講座）への消費生活担当相談員の参加支援（1名）　※未受講者対象

（強化）

（強化）

相談室の整備に係る、相談用テーブル（1台）及び相談用いす（4脚）の購入

（既存）

（強化）

（既存）

国民生活センター等が実施する研修（相談員養成講座基礎コース）への消費生活担当相談員の参加支援（1名）　※未受講者対象

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

相談窓口への消費生活担当相談員の配置（1名、週5日、9時～17時15分）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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       2,300             

1,371             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

実地研修受入人数

実施形態

参加者数

人日

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

55    人日

研修参加・受入要望

人

自治体参加型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

1      

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加の支援

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 - 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 -68             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 387             千円 20年度差 2                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）対象の賃料、人件費等 2,300            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,128          

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,515            千円

184             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円639               平成22年度の消費者行政予算

千円385               平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費 455             



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

合計

年度

事業経費

332089 平成 23自治体コード

500                

都道府県名 岡山県 市町村名 総社市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

500                相談窓口業務の強化

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

書籍の購入，パンフレットの作成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

500                   

500                   -



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）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

パンフレット等を使用して分かり易く説明することにより、相談窓口での強化を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

専門の書籍及びパンフレットの不足

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

事業名

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）
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

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

実施形態

年間研修総日数

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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人日

人日

人

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成20年度の消費者行政予算

1,336             

-      

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円

500             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 836             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,336             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 836             千円 20年度差 836             千円 前年度差 -                千円

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

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

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

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

450                  

60                    

パンフレット作成

自治体コード 年度平成 23

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

-

相談業務担当者レベルアップを図るための研修支援参加

510                  

旅費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 60                

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）

事業の概要

-合計

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 岡山県 市町村名 高梁市

事業名

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

510               

450               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

一般消費者の被害防止のためのパンフレット等

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

332097

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

県消費生活センター主催の研修への参加（年1回程度）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 一般消費者の被害防止のためのパンフレット等

（既存）

事業名

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

相談業務担当者のレベルアップを図るための研修参加支援

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

人

年間研修総日数

実施形態

自治体参加型

参加者数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

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

-      人

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

相談員総数 -      人

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

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

20年度差 21              千円 前年度差 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 422             千円

417             千円

平成23年度の消費者行政予算 932               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 510             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

401               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

510             千円

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

927               

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

332101

90                 

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

自治体コード都道府県名 岡山県 市町村名 新見市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業経費

90                 

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

出前講座の開催

平成 23

対象経費

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

90                     

90                     -

パンフレット、シール購入

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

-



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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

悪徳商法に関する出前講座を行い、地域住民が悪徳商法の被害に遭わないように知識を高め、かつ啓発を行う。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

事業名

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（強化）

なし

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

（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

人

年間実地研修受入総日数

法人募集型

人実地研修受入人数

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人日

参加者数

実施形態

自治体参加型

年間研修総日数

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

277             千円

千円

204             千円

平成23年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成20年度の消費者行政予算

481               千円

93                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

295               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 90               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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 205             千円 20年度差 112             千円 前年度差 1                 千円

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

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 406               406                   -

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 消費者被害防止のパンフレットを作成 316               316                   啓発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） 消費生活相談窓口等の周知及び参考図書購入 90                 90                     広報掲載費、書籍購入費

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 岡山県 市町村名 備前市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 332119 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） 啓発パンフレットを作成し、市の消費者団体や講習会等で消費者被害防止の啓発した。

（強化） 高齢者・若者用の啓発パンフレットを作成し、特に高齢者を対象に出前講座により消費者被害防止の啓発講座を実施する。

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） 消費生活相談窓口の周知で、年２回市の広報紙に記事を掲載した。

（強化） 市の広報紙に年2回、相談窓口の周知や最近の手口等の記事を掲載し、消費者被害防止を図る。

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 406             千円

-      

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

340               千円

190             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 143               

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）対象外経費 150             千円

平成23年度の消費者行政予算 555               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 149             千円 20年度差 6                千円 前年度差 -1               千円

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

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

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定

人

人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,260            3,260                -

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 新たに相談員を配置し、相談窓口の充実を図る 1,384            1,384                給料・手当・社会保険料等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者向けパンフレットの作成、出前講座の開催 252               252                   パンフレット作成・配布代、消費者向け学習会開催費用

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

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） 相談員の養成 123               123                   研修参加のための日当、旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 新たに相談員を配置し、相談窓口の充実を図る 1,008            1,008                相談窓口拡充のため事務用機器の設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員の養成 493               493                   研修参加のための報酬、旅費

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 岡山県 市町村名 瀬戸内市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 332127 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） 新たに相談員１名を配置する

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） パンフレット作成・配布をしている

（強化） 相談員による出前講座や、市民用のパンフレット作成・配布により、消費者問題への知識を深めてもらい被害の防止を図る

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） なし

（強化） 新たな相談員の養成を図る

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口はあるが、専門員がおらず、行政職員が交互に対応していおり、相談室もない

（強化） 相談員を配置し、相談室の整備・相談窓口の強化と周知を図る

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       1,384              

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       1,584              

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 1      人

年間研修総日数 55    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

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

相談員総数 人

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

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

20年度差 -                千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,384            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 324             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,584            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成22年度の消費者行政予算 1,561            

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,260          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 324             千円

千円

1,237          千円

平成20年度の消費者行政予算 324               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）

- 780                   

625                   地域での出前講座を積極的に開催し、啓発を実施する。 啓発物品、教材作成

780               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員の能力、資質の向上を図るために、研修会に
参加する。

75                    

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

研修参加

平成 23

80                    啓発チラシ、参考図書

自治体コード

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談窓口の充実強化の為、必要物品を揃えるとともに
窓口の周知を図る。

75                 

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

625               

岡山県

事業経費事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 市町村名 赤磐市

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

年度

80                 

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

332135

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費者被害の未然防止のために、啓発物品や教材を作成し、地域での出前講座を積極的に開催。

街頭啓発のために啓発物品を作成し、配布する。

相談員の能力、資質向上を図るために、研修会に参加する。

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（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）

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
（既存）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

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

⑭商品テスト強化事業

①消費生活センター機能強化事業（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）

（強化）

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 相談員を１名配置し、相談窓口を週２日開設。相談窓口の周知を図る。

（強化） 相談窓口の機能充実・強化の為、窓口を週３日開設するとともに、相談窓口の周知を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

人

法人募集型

人

自治体参加型

参加者数

人日

実地研修受入人数

実施形態 研修参加・受入要望

年間研修総日数

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）

年間実地研修受入総日数

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

750             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

千円

230               

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,933            

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,048            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 780             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,183          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,268          千円 20年度差 1,038          千円 前年度差 85               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 1      人

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の資質向上を図るために、研修会に参加する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

450               

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

332143

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

事業の概要

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

5,620            

消費生活センター新設の広報

都道府県名 岡山県 市町村名 真庭市

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）

事業名

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

合計 -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

年度自治体コード

2,940            センター新設広報用リーフレット作成費

平成 23

事業経費

消費生活講演会開催

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,940                

2,230                

-

報酬、費用弁償、社会保険料2,230            

講師謝金、旅費、PRチラシ作成等

5,620                

相談員配置

450                  



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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

消費生活センター新設の広報用リーフレット作成（全戸配布）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員1名配置

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

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）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）
⑫食品表示・安全機能強化事業

なし

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）
③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存） なし

（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

消費生活講演会開催

（強化）

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）



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

1,500              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,230              

1       

人

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望実施形態

人

自治体参加型

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

参加者数

年間研修総日数



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

②研修参加支援 ○ 県消費生活センター等で実施される研修への参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      人

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

相談員数 -      人

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

平成23年度末予定 相談員総数 1      人

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

42              千円 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

2,230            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 425             千円 20年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 420             千円

平成23年度の消費者行政予算 6,045            千円

2,488          千円

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,620          千円

-                  千円

千円

千円2,908            

平成20年度の消費者行政予算 383               



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）

消費生活相談員報酬

1,632            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

23

30                    書籍購入

基金（交付金相当
分）対象経費

平成

対象経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

2,144                

1,632                

相談員の養成 410                  410               報酬、旅費等

-

消費生活相談員 72                

リーフレット・啓発グッズによる消費者被害の周知・啓発
消費者出前講座用プロジェクター・スクリーン

リーフレット、啓発グッズ、プロジェクター・スクリーン

-

72                    

都道府県名 岡山県 市町村名 美作市

事業名 事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード

2,144            

30                

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

専門書籍の購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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

合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

年度332151

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費

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）

①消費生活センター機能強化事業（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）



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
（既存）

（強化）

（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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

なし

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）
（強化）

事業名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

消費生活相談員による各支所等での月2回の相談日を設ける

（強化）

県がおこなう研修に参加し、相談員を養成する。

（既存）

（強化）

啓発リーフレット・グッズを作成、出前講座を実施し、悪質商法などの被害防止に努める（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

なし

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし

専門書籍を購入し、被害者の相談に迅速・柔軟に対応する

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

55    人日

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

参加者数

年間研修総日数

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

人

実施形態

自治体参加型

1      

研修参加・受入要望

72                  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       72                  

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

- 千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 421             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,991            平成22年度の消費者行政予算 千円

1,570          千円

501               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,224            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,144          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 80              千円 20年度差 -421           千円 前年度差 -341           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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修時における日当や旅費の支給

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,458            4,458                -

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 相談の増加にともなう相談員と事務補助臨時職員の確保 3,008            3,008                相談員（週4日）の報酬、担当者（週2日）賃金、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資材・教材等の作成 954               954                   啓発パンフレット、カレンダー等の作成

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

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） 相談員への研修への参加支援 200               200                   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）

296               296                   事務所内の備品購入、看板作成、資料等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 岡山県 市町村名 浅口市

①消費生活センター機能強化事業（新設） 市消費生活センター開設にともなう備品等の拡充

自治体コード 332160 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名を維持するとともに、事務担当者（臨時）を1名追加配置し、消費生活センター職員として相談業務の拡充を図る。

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） なし

（強化） 啓発講座等を行うための必要教材・資材等を作成する。

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） なし

（強化） 相談者及び担当職員がレベルアップを図るため、研修に参加する時の費用の支援を行う。

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）

（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） プライバシーを確保できる相談室を設置し、専門相談員が相談業務を行っている

（強化） 消費生活相談センターとしての機能強化を図るため、待合室や情報提供のコーナーを設置する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

-       

対象人員数計 追加的総費用

2       3,008              

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       2,230              

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研修参加

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

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

相談員総数 人

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

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 1      

20年度差 -25             千円 前年度差 -6              千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,008            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 296             千円

平成23年度の消費者行政予算 4,754            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成22年度の消費者行政予算 4,555            

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,458          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 302             千円

千円

4,253          千円

平成20年度の消費者行政予算 321               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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,003             1,003                 -

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 消費者向けパンフレットの作成、学習会の開催 947               947                   消費者向けパンフレット作成代、学習会開催費及び備品購入費

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） 担当職員の県主催研修会等への参加支援 6                   6                       旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料等の購入 50                 50                     執務参考資料等購入費

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 岡山県 市町村名 和気町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 333468 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） パンフレットを作成し町内全戸に配布。また、消費者向け学習会を開催し、住民が悪徳商法等の被害にあわないように知識の普及を行う

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） 行政職員の県主催の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）

（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） 参考資料、案内看板、パーテーション購入により相談環境を整備。

（強化） 執務参考資料等を購入し、相談対応力を強化。

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

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

相談員総数 人

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

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

20年度差 -                千円 前年度差 -10             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,093             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成22年度の消費者行政予算 220               

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,003          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

千円

120             千円

平成20年度の消費者行政予算 90                 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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

- -

自治体コード

事業の概要

334235

基金（交付金相当
分）対象経費

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

合計

レベルアップ研修参加支援 14                 

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）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者への情報提供と啓発活動の充実を図る

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

都道府県名 岡山県 市町村名 早島町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

1,316            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

啓発パンフレット作成費
情報提供用機材購入費

平成 23 年度

対象経費

1,330                1,330            

レベルアップ研修参加旅費14                    

1,316                



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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

特になし。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化） レベルアップ研修参加支援を行う。

（強化）

消費者のニーズに合わせた啓発活動を活発化し、デジタル媒体と紙媒体を併用した迅速かつ分かりやすい啓発資料の作成、印刷を行

特になし。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

実施形態

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数

自治体参加型

研修参加・受入要望

人日

人日

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数 人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

-      

人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち定数外の相談員 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      

相談員総数 1      人

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

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

20年度差 -4               千円 前年度差 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）対象外経費 212             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 1,542            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,330          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

平成20年度の消費者行政予算

1,105            

900             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 205             千円

千円

216               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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 115               115                   -

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） 消費者行政担当者の研修参加支援 115               115                   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 岡山県 市町村名 里庄町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 334456 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） なし

（強化） 国民生活センターや県等が実施する研修に消費者行政担当者を参加させ、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）

（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

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 人

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

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

20年度差 39              千円 前年度差 -26             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 79              千円

平成23年度の消費者行政予算 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）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 205               

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 115             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円

千円

100             千円

平成20年度の消費者行政予算 40                 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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

334618

1,190            

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

自治体コード都道府県名 岡山県 市町村名 矢掛町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業の概要事業名

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）

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業経費

940               

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

パンフレット作成・配布、出前講座

250               実務研修への参加（１名） 250                  

平成 23

対象経費

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

研修参加支援

940                  

1,190                -

印刷、出前講座用機材購入

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

-



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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

パンフレット作成、出前講座など啓発活動時に配布。機材を使った啓発活動。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

なし。

事業名

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（強化）

なし。

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
研修参加により相談員のレベルアップをはかる。

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

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

（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

人

年間実地研修受入総日数

法人募集型

人実地研修受入人数

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人日

参加者数

実施形態

自治体参加型

年間研修総日数

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

688             千円

-                  千円

1,932          千円

平成23年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成20年度の消費者行政予算

2,620            千円

852               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,991            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,801          千円 20年度差 949             千円 前年度差 -131           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 1      人

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加の支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 335860 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岡山県 市町村名 新庄村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資材の作成 100               100                   啓発資材の作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 100               100                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発資材を作成し、広報啓発を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 相談員総数 人

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

-                千円 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 -      人

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

平成23年度の消費者行政予算 100               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

千円平成20年度の消費者行政予算 -                  

105               千円

100             千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

-      

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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



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）

190               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

23

基金（交付金相当
分）対象経費

平成

対象経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

190                  

190                  

-

消費者被害防止のための対処法・啓発 チラシ・パンフレットなどの作成

-

都道府県名 岡山県 市町村名 勝央町

事業名 事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード

190               

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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

合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

年度336220

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費

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）

①消費生活センター機能強化事業（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）



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
（既存）

（強化）

（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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（強化）

事業名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

近年増加する高齢者を中心とした悪徳商法等の被害防止のため、チラシ・パンフレットを作成・配布し被害防止の啓発を進める。（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人日

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

参加者数

年間研修総日数

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

人

実施形態

自治体参加型

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

633               平成22年度の消費者行政予算 千円

573             千円

79                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

370               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 190             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 180             千円 20年度差 101             千円 前年度差 120             千円

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

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

平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数 -      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の啓発 180               180                   パンフレット等の作成

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談業務を強化 220               220                   執務参考資料等・パソコン・プリンター

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
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 23 年度都道府県名 岡山県 市町村名 奈義町 自治体コード 336238



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止啓発に係るパンフレット等作成し、相談窓口に設置、町内での集会に配布し活用する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費者相談業務の強化を図るため、情報収集に必要な事務用機器・書籍等購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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
（報酬引上げ）

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）

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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

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

人

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

相談員総数 -      人

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

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

20年度差 -50             千円 前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成23年度の消費者行政予算 400               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             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

平成20年度の消費者行政予算

400               千円

50                 千円

平成22年度の消費者行政予算



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 150               135                   -

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 各世帯へチラシ・パンフレット等を配布する。 70                 65                    チラシ・パンフレット等

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） 相談窓口にチラシ・パンフレット等を設置する 80                 70                    チラシスタンドの設置

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 岡山県 市町村名 西粟倉村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 336432 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） チラシ・パンフレット等の作成

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）

（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） なし

（強化） 庁舎内にチラシ・パンフレット等を並べるチラシスタンドを設置する。

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

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

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 人

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

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

20年度差 15              千円 前年度差 -                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              千円

平成23年度の消費者行政予算 150               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算 465             

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 135             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              千円

千円

450             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  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）

自治体コード 336637 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岡山県 市町村名 久米南町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 図書購入 10                 10                    図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット作成 326               326                   パンフレット作成　

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 336               336                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

消費生活関連の図書を購入して専門知識を身につけ、窓口強化を図る。

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

消費者被害を防止するためにパンフレットを作成し、啓発強化に努める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人日

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

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

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

82              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 336             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18              千円

平成22年度の消費者行政予算 100               

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成23年度の消費者行政予算 336               千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -                千円 前年度差 -18             千円

平成23年度末予定 相談員数 -      

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

相談員数 人

相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 人 平成23年度末予定

人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 336661 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 岡山県 市町村名 美咲町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 図書購入 30                 30                    図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット作成 847               847                   パンフレット作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 877               877                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし。

（強化） 消費生活関連の図書を購入して専門知識を身につけ、窓口強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者被害を防止するためにパンフレットを作成し、啓発強化に努める。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 相談員総数 人

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

-                千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

-                  千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成23年度の消費者行政予算 877               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

千円平成20年度の消費者行政予算 -                  

260               千円

260             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 877             千円

-      

うち定数外の相談員

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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



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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

2,324            

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

350               

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

研修参加支援(旅費等）

相談員報酬等

啓発用冊子の作成、研修会開催

事業名 事業の概要 事業経費

自治体コード

⑨消費生活相談窓口高度化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）

998               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 岡山県 市町村名 吉備中央町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の強化、執務参考図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

400               

平成 年度

400                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費者被害防止のための啓発及び教育等の冊子、研修
会の開催等

相談員、消費者行政担当者研修

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

998                  

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

23

350                  ノートパソコン、プリンター、参考図書等

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

336815

2,324                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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

相談員報酬576               576                  

--



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
月２回の相談及び月２回の被害防止のための出前講座等の啓発活動

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

教育研修パンフレットの作成及び啓発パンフレット等の作成。研修会の開催

（既存）

（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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（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）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

なし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（強化） 相談員及び担当職員のレベルアップするための研修参加支援

（既存）

（強化）

被害の情報収集、啓発活動の資料作成及び相談事項の整理等のためのパソコン・プリンター購入、相談員執務のための参考図書、資
料等の購入

（既存）

（既存）

（強化）

相談員執務のための参考図書、資料等の購入

（強化）

（既存）

なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（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
（報酬引上げ）

自治体参加型

参加者数

実施形態

人日

2       

実地研修受入人数

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

年間実地研修受入総日数

480                

法人募集型

人

人日

研修参加・受入要望

年間研修総日数

対象人員数計 追加的総費用

2       576                



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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 588               千円

うち委託等の相談員 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 100             

千円

千円100               

2,558          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

2,658            

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,424            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,324          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 100             千円 20年度差 -                千円 前年度差 -                千円

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

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

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

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター教育研修への参加

③就労環境の向上

④その他
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