
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322016 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 松江市

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）

出前相談用車両、図書購入代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費・生活相談室の機能強化 1,070            1,070                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センター研修等への参加支援 987               987                   研修参加に伴う旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 講演会等による啓発 1,074            1,074                食の安全安心講演会委託料、広告費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者見守りメール委託料、市民大学講師謝金、啓発チラシ

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止、消費者自立支援 1,455            1,455                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の処遇改善 520               520                   活性化事業以前と比較して賃金の増額

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

臨時法律相談（4回/年）に伴う弁護士への報償金、多重債務担当者への講義謝金

合計 - 5,323            5,323                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 法律相談の拡充 217               217                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
消費生活出前相談事業用の車両の購入により、本庁まで相談に来ることが困難な高齢者を中心とした消費者に対する細やかな相談体
制を作る。参考図書の購入によりセンター機能を充実させる。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談室空調設備整備、参考図書購入

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国セン等の研修に相談員・職員を年1～2回参加できるよう旅費、負担金を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）
消費者問題等をテーマにした市民大学を開催。消費者見守りメールの配信（毎月第2水曜日に悪質商法や国民生活センターの発表情
報などを定期配信。緊急情報は随時配信予定）市報、チラシ、等で最近の相談事例屋悪質商法への対処法を周知する。

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全等の講演会の開催

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） 多重債務の方と接する機会の多い部署の職員に対し、弁護士等による多重債務に関連する法令等の研修会を実施する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 斡旋の強化を図るとともに、それに対応する従前からの相談員の報酬を引き上げる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

法人募集型

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

対象人員数計 追加的総費用

3       520                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 8,800            千円

平成22年度の消費者行政予算 15,781           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,926          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,855          千円

平成23年度の消費者行政予算 15,869           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,323          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 520               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,546         

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 1,691          千円 20年度差 1,746          千円

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 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

①報酬の向上 ○ 相談員の月額報酬を引き上げる。

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

3      人

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する。研修参加のための旅費等を支援する。

③就労環境の向上 ○ 週30時間から週29時間勤務とした。参考図書の購入。相談室の改善を行い安全を高める。



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）

エコバッグ、うちわ、丸うちわ、クリアファイル、カード通帳入れ、
マグネット告知板、パンフレット、プランター作製費、運搬料

4,256          

906            

2,872       2,872          消費者被害防止のための啓発

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 旅費、受講料

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）

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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

平成21年度から新たに配置した相談員の委託料
（報酬、費用弁償、社会保険料相当分）
及び、従前から配置している相談員の報酬引き上げ分

島根県 市町村名 浜田市

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

4                

事業経費

消費生活相談に関する専門書籍の購入

自治体コード

4,256       

906         

474            

4             

平成21年度から相談員を1名増員し、窓口開設日を週5日
に拡充

都道府県名

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

図書購入代

年度

474         相談員・職員の研修への参加

322024 平成 23

事業の概要

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑱消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）
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

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

相談員・職員を国民生活センター主催の研修等に参加させる。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）

消費生活相談に関する専門書籍を購入し、消費生活センター機能の充実を図る。

（既存）

相談室の設置。事務用機器の購入・設置。執務参考用図書の購入。

事業名

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

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）

（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）

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

なし。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活に関する啓発のため、エコバッグ、うちわ、丸うちわ、クリアファイル、カード通帳入れ、マグネット告知板、パンフレット、プランターを作成、配布する。

消費生活相談窓口を週3日開設。（平成20年度まで）

相談日を週5日に拡充し新たに消費生活センター化するとともに、相談件数の増加に対応する。（平成21年度から）
PIO-NET入力やあっせん業務増加に対応するための報酬引き上げ（平成23年度から）

（強化）

（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）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人

人日

追加的総業務量（総時間）

906                

実地研修受入人数

参加者数

実施形態

人

追加的総費用対象人員数計

自治体参加型

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

2       

1       

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

505                



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

-144        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 906         千円

20年度差 千円-219        1,972       

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

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,116       

-             

平成23年度の消費者行政予算

千円 前年度差

4,035       千円

平成20年度の消費者行政予算 2,191       千円

平成22年度の消費者行政予算 6,151       

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相談員の研修参加を支援

①報酬の向上

○

○ 報酬日額を5,810円から6,150円へ340円引き上げ

処遇改善の取組

平成22年度末

人2    

-    

-    

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

2    相談員総数

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23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2    

-    

-    相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

消費生活相談員の配置 平成22年度末 2    

6,228       

4,256       

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322032 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 出雲市

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）

執務用図書、センター周知用品の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考用図書の充実、センターの周知 167               167                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び職員の研修の参加支援 245               245                   旅費、研修参加費（負担金）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者被害防止のためのパンフレット等作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活問題の啓発 250               230                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の雇用時間増大に伴う経費 4,205            1,953                嘱託相談員報酬、社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

看板設置、悪質商法お断りステッカー制作費

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 警察と連携した悪質商法と振り込め詐欺の被害防止 193               193                   

合計 - 5,060            2,788                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 執務参考図書の購入、センター周知用品の購入により、センター機能の充実と市民への周知を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談業務・出前講座用備品購入、消費者センター紹介用パンフレット等作成、執務参考図書購入、事務機器購入

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等主催の研修に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 消費者被害防止のための啓発パンフレットの作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法と振り込め詐欺被害防止のため、警察と連携してモデル地区を指定し、出前講座の開催や被害防止グッズを作成・配布する

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 専任の嘱託相談員を雇用し、消費者相談の充実とPIO-NETの速やかな入力を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし

⑱消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）



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       1,382              

人

対象人員数計 追加的総費用

1       1,953              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 314               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,987            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,757          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 230             千円

平成23年度の消費者行政予算 5,060            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,788          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,953            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,272          

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      2      人

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 2,042          千円 20年度差 1,958          千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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 -      

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

2      人

平成23年度末予定 相談員数 -      

④その他 ○
相談員1人増員により､1人当たりの勤務を「1日6時間週5日勤務」から「1日8時間
月17日勤務」に変更

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修への参加旅費及び参加費用（負担金）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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322041 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 益田市

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員のレベルアップのための研修会等参加 191               153                   消費者行政に係る研修参加旅費153

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

広報資料購入費568

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のためのパンフレット等の作成・配布 618               568                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活センター設置のための人的体制整備 2,254            1,999                報酬1,698、費用弁償30、社会保険料271

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,063            2,720                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

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）

（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） 消費生活相談員が研修会へ積極的に参加することにより、資質のレベルアップを図る。

（強化） 消費生活相談員が研修会へ積極的に参加することにより資質のレベルアップを図り、また、PIO-NETを活用しての相談対応を行う。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 悪質商法被害防止の啓発資料を作成し全戸配布することにより、消費者被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） 悪質商法被害防止の啓発資料を作成配布することにより、消費者被害の防止を図る。

（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） 消費生活相談員を雇用することにより、消費生活センターを設置するとともに、消費者庁への消費者事故等の通知等を迅速に行う。

（強化） PIO-NETを活用しての相談対応を行うとともに、消費者庁への消費者事故等の通知等を迅速に行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       1,536              

人

対象人員数計 追加的総費用

1       1,999              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 50                 千円

平成22年度の消費者行政予算 4,112            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,819          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 293             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,123            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,720          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,999            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 403             

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 110             千円 20年度差 353             千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

1      人

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センター等が開催する研修会への参加支援を通じ、資格取得を支援する。

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322059 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 大田市

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 　 　

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に係る研修への参加支援 45                 45                    旅費、研修費、教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、会場借料、啓発に必要な機材・機器、教材・リーフレット作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 研修会開催、啓発リーフレット作成・配布 505               505                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

ポスター・チラシ・啓発物品作成、講演会講師謝金

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） H23悪質商法撃退モデル地区活動 400               400                   

合計 - 950               950                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

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）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県がおこなう消費者行政担当者研修会に参加

（強化） レベルアップを図るため、消費者行政担当者研修会に加え、国民生活センターが実施する研修会に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 消費者啓発のための研修会を実施する。啓発リーフレットを作成し配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） 警察と連携し、悪質商法モデル地区活動をおこなう。

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） なし

⑱消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）



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 760               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 760             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 960               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             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 10               

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 10               千円 20年度差 10               千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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 -      

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

-      人

平成23年度末予定 相談員数 -      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322067 平成都道府県名 島根県 市町村名 安来市

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）

参考図書購入費、住民向け情報紙（消費生活センターニュース
（年６回）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知事業（平成22年6月開設） 1,226            1,226                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援 321               321                   研修旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師等謝金,会場使用料、ﾁﾗｼ印刷費、ﾎﾟｽﾀｰ印刷費、ステッカ
-、悪質商法撃退カルタ・カルタ絵制作謝礼、資料印刷費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための啓発
消費者被害防止のための講演会、研修会
（市民、消費者団体、事業者団体を対象）

1,611            1,610                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員（臨時的任用職員）の配置に伴う人件費 2,149            2,149                給料、社会保険料（雇用主負担分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

弁護士謝金

合計 - 5,667            5,666                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談 360               360                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） センター機能強化のため、電子検索データ及び参考図書購入。消費者問題解決のため、住民向け情報紙印刷する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（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） 参考図書を購入。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 研修に参加する相談員等に旅費を支援する（消費者行政職員研修、消費者生活相談員養成講座（短期）等）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）
消費者被害防止のための集会・消費者向け学習会の開催及び悪質商法撃退ステッカーの購入・相談解決の速やかな対応の周知のた
めの悪質商法撃退カルタ作成費

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） 弁護士による相談事業を開催する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 年間を通して相談員を任用する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       1,632              

人

対象人員数計 追加的総費用

1       2,149              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 50                 千円

平成22年度の消費者行政予算 5,140            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,649          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 491             千円

平成23年度の消費者行政予算 5,725            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,666          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 2,149            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 59               

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 -432           千円 20年度差 9                千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

1      人

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会参加旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談員の報酬を引き上げる（平成23年度～）



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322075 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 江津市

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

執務参考資料購入

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） 相談業務の参考書籍等を購入 29                 29                    

⑧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・行政担当者の研修参加支援 670               670                   旅費・研修費・研修教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

2012年版「くらしの豆知識」を市内全世帯に配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,489            2,489                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を委託 43                 43                    相談員人件費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

懸垂幕・のぼり・チラシ・ステッカーの作成費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 警察との連携事業「悪徳商法撃退モデル地区事業」 360               360                   

合計 - 3,591            3,591                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

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）

（強化） 相談業務に参考となる書籍等を購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 相談員及び相談業務に従事する職員の旅費・研修費・研修教材費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 2012年版「くらしの豆知識」を市内全世帯に配布することで最新の情報を市民に提供し、消費者被害防止の啓発を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
警察と連携し、地域を指定し、「悪徳商法撃退モデル地区事業」を実施。悪徳商法への注意を呼びかけるため、懸垂幕を作成し公共の
施設に掲示、のぼりを作成しモデル地区に掲示、またチラシ・ステッカーを作成し住民に配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を委託する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存） なし

⑱消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）



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       36                  

人

対象人員数計 追加的総費用

1       43                  



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 188               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,685            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,415          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 270             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,861            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,591          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 43                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 270             

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 -                千円 20年度差 82               千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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 1      

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

-      人

平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加の旅費を支援する

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 322091 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 雲南市

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）

参考図書（判例集他） 37,080円、広報用回覧板 452,602円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの新設（平成22年4月開設） 598               489                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援（1名） 164               164                   研修会参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講演会の開催、全世帯向け回覧・広報の実施

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 109               36                    

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置に係る経費 2,484            2,484                報酬、社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,355            3,173                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 執行参考資料の購入により相談員の資質向上、及び住民への周知（自治会回覧板等）により消費者相談の掘り起こしを諮る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター、県などが実施する研修会に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 消費者等に向けて消費生活を上手にするための研究会等の開催、消費生活情報冊子を配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで相談員を配置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑱消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）



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       1,581              

人

対象人員数計 追加的総費用

1       2,484              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 315               千円

平成22年度の消費者行政予算 5,860            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,866          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 994             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,728            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,173          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 2,484            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 555             

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 -439           千円 20年度差 240             千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

1      人

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加を支援

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 324019 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 斐川町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者啓発用教材（冊子）の購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 50                 40                    

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の新規配置 40                 40                    相談員の賃金

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 90                 80                    -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

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）

（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） 高齢者や若者に消費者問題の啓発を行うための冊子・パンフレットを配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 消費者相談窓口開設に伴う専門相談員（非常勤の有資格者）の雇用

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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）

1       36                  

人

対象人員数計 追加的総費用

1       40                  



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 460               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               千円

平成23年度の消費者行政予算 90                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 80               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 40                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 -                千円 20年度差 10               千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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 -      

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

1      人

平成23年度末予定 相談員数 -      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 平成 23都道府県名 島根県 市町村名 隠岐の島町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） ○機材事務用機器の購入　○執務参考資料の購
入

70                 70                    ○機材事務用機器、執務参考資料購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） ○消費者行政担当職員研修参加旅費、資料代 123               123                   ○研修参加旅費、教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

○パンフレット、ポスター作成費、消費者向け啓発用グッズ作成
費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
○消費者向け啓発グッズの作成、配布○パンフレッ
ト、ポスター等の作成配布

607               607                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 800               800                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

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）

（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） なし

（強化） H22度中に消費者相談窓口を設置したため、業務に最低限必要な備品、参考書籍を整備する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 職員の相談能力向上のため研修会に参加し、相談能力の強化を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 消費者啓発のためのパンフレット、グッズ等の作成配布を行う。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

⑱消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）



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

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

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

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

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 23                 千円

平成22年度の消費者行政予算 23                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23               千円

平成23年度の消費者行政予算 823               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23               

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

千円

人 平成23年度末予定 相談員総数

前年度差 -                千円 20年度差 -                千円

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 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

人

平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


