
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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

自治体コード 9049 平成 23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 栃木県 市町村名 宇都宮市

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 137               137                   -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） 事業者指導関連備品購入 137               137                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

⑱消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） 立入調査時に必要なパソコン等備品を購入する。

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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



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

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42,838        千円

平成23年度の消費者行政予算 40,994           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 137             千円

44,949           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 43,636           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）対象経費 798             千円

40,857        千円 20年度差 -4,092        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

前年度差 -1,981        千円

平成22年度末 相談員総数 17    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

14    人

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 14    人

相談員数

相談員数 1      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 16    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）

都道府県名 栃木県 市町村名 足利市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 92029 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

センター看板設置費、消費者行政関係図書購入費

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） センターの市民への周知力アップ、執務参考図書の充実 260               260                   

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） 相談員のレベルアップを図るための研修費用の支援 71 71 関係法令研修参加旅費

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップを図るための研修費用の支援 71               71                   関係法令研修参加旅費

講師謝礼

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 相談員向けの弁護士による実務研修費用の支援 100               100                   

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）

啓発に必要なパネル・パンフレット等の購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発のための啓発用品購入費用の支援 401               401                   

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 - 832               832                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター開設当初からの看板あり。消費者行政関連図書は未整備

（強化） センター看板を視認性の良いものに架け替え周知能力をアップし、併せて消費者行政関連図書を購入し強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 実施していない。

（強化） 相談員のレベルアップを図るため、法令研修参加のための旅費等を支援する。

（既存） 実施していない
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 実施していない。

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

相談事例解決のための研修会を開催し（２回）、弁護士等の講師謝礼を支援する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 実施していない。

（強化） 消費者啓発のために必要なパネル、パンフレット等を購入し、啓発の充実を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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）

⑱消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）

実施形態 研修参加・受入要望

人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数

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



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

5      

平成23年度の消費者行政予算 16,225           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

14,238         千円

832             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算 13,839           千円

平成22年度の消費者行政予算 18,936           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 4,698           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,393         千円 20年度差 1,554           千円 前年度差 1,155           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 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

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

④その他 ○ 執務参考図書や啓発用品（啓発用パネル、啓発パンフレット等）の充実

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップ研修、相談窓口高度化研修等の研修機会の充実

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 栃木県 市町村名 栃木市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 92037 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用及び相談用什器購入費、看板作製費、参考図書購入
費、周知チラシ作成費、折込手数料

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拡充及び消費生活センターの周知 2,257             2,257                 

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）

講師謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修等への参加 195              176                 旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 消費生活相談事例研修会 100                100                   

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、講師謝金

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 494                494                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員及び相談員報酬引上げ 5,649             1,769                 消費生活相談員報酬

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 - 8,695             4,796                 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活センター事務用及び相談用什器の不足と老朽化、消費生活センターの看板不足、広報紙等による消費生活センターの周知。

（強化）
消費生活センター事務用及び相談用什器の更新と設置（事務用机、キャビネット、相談スペース用机、椅子、パネル等）、消費
生活センターの看板追加設置、消費生活センター周知のためのチラシを全地域に配布等。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 消費者問題専門家を講師とする消費生活相談事例研修会を開催し、更なる相談員の資質向上を図る。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県開催の相談員対象の研修会に相談員が年１回参加、旅費支援。

（強化）
県、国民生活センター等開催の相談員対象の研修会に相談員が複数参加、旅費支援。県開催の消費生活相談員養成研修に相談員
が聴講生として参加、旅費支援。

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座等により、消費者啓発の実施。

（強化）
既存の啓発に加え、消費者被害防止のため消費者団体との連携により、啓発講座を開催。消費者啓発用冊子を作成し、高齢者の見
守り等を担っている地域のリーダー等に配布し、高齢者の消費者被害見守りの強化をする。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置は、月曜日３人、火曜日から金曜日まで２人体制。

（強化） 消費生活相談員の増員により、月曜日から金曜日まで３人体制とする。また既存の相談員の報酬の引上げをする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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）

⑱消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）

実施形態 研修参加・受入要望

人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数

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）

2       1,560              

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

対象人員数計 追加的総費用

5       1,769              



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

5      

平成23年度の消費者行政予算 9,858             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

5,198          千円

4,796          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算 4,742             千円

平成22年度の消費者行政予算 9,910             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 4,712          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 1,769             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,062          千円 20年度差 320             千円 前年度差 -136           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 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

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 ○ 報酬額増加（日額6,700円から7,392円に増額）

④その他

②研修参加支援 ○ 相談技術習得のための研修参加旅費支援

③就労環境の向上 ○ １日あたりの勤務相談員数の増加



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談の参考資料代、センター周知チラシ作成代

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） 消費生活センターの周知と機能の拡充 266              266                  

自治体コード 92045 平成 23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 栃木県 市町村名 佐野市

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,440            3,440                -

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 業務を円滑に処理するための体制整備 1,905            1,905                相談員（非常勤）の報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発資料。パンフレット等の購入・作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の啓発 1,246            1,246                

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）

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援　 23                23                    旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） レベルアップのための研修に相談員が参加できるように旅費を支援

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談対応用の参考図書、資料が不足している。センター周知資料が不足している。

（強化） 相談参考図書・資料購入、センター周知資料の作成

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員は３名配置のうち、1日2人勤務体制

（強化） 相談員を1日2人体制から３人体制とし、勤務時間を拡大して、相談と事務の円滑を図る

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発講座の開催

（強化） 高齢者向け啓発の強化、若者・学生用啓発資料の作成

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

⑱消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）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

3       1,080             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       1,905             



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

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,737          千円

平成23年度の消費者行政予算 8,040            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,440          千円

4,177            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 7,939            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）対象経費 3,202          千円

4,600          千円 20年度差 423             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 1,905            

前年度差 -137           千円

平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

3      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

平成23年度末予定 相談員数 人

相談員数 3      

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 ○ 研修参加のための旅費を支援

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）

自治体コード 92053 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 栃木県 市町村名 鹿沼市

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）⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外･県内の研修参加支援 138               117                   旅費･負担金

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 出前講座での啓発ボランティアによる啓発 427               427                   協力者謝礼、啓発パンフ･チラシ等購入。啓発用備品購入

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 相談員増員　月額1名増員（2ヵ月） 312               312                   報酬、社会保険料（2ヵ月分）

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               856                   -



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） 年3回（延べ5人分）の研修への参加のための旅費･負担金、その他は自費で参加

（強化） 年4回（延べ8人分）の研修への参加のための旅費･負担金

（既存）
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） 消費者啓発ボランティア養成講座の開催

（強化） 消費者啓発ボランティアによる、高齢者を対象とした寸劇等の啓発活動を実施。ボランティアのレベルアップ研修。センターによる小中学生を対象とした消費者被害防止の学習会等の実施

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） 増加する相談に対応するため相談員を増員（1名）（2ヵ月分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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）

⑱消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）

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

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）

1       195                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       312                



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

平成20年度の消費者行政予算 13,964           千円

平成22年度の消費者行政予算 14,207           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,041          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 10,166         千円

平成23年度の消費者行政予算 14,807           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 856             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 312               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,951         千円 20年度差 -13             千円 前年度差 3,785          千円

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      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 3      人

3      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 4      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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センター庁用器具を購入する。消費生活セン
ター周知用物品を作成し配布する。

839               839                   庁用器具費・啓発物品費

都道府県名 栃木県 市町村名 日光市 年度自治体コード 92061 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

報酬・旅費

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） 消費生活相談員が県開催の養成講座へ参加する。 614               614                   

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）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

2,495                謝金・啓発物品費

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）
消費生活相談員がレベルアップを図るため国セン開催の
実務研修へ参加する。

76                 76                    

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者団体が行う出前講座の支援をする。悪徳商法・振
込め詐欺等の啓発用のパンフレット・リーフレット・啓発用
ティッシュを購入する

2,495            

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

816                   弁護士への業務委託料

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を１名増員する。 7,373            2,932                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
専門的知識を有する者を活用し相談対応を強化する。
（弁護士を委託する）

816               

合計 - 12,213           7,772                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）



（既存） なし

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 消費生活センターを同ビル１階から４階へ移設することによる庁内器具の購入費とセンター移設周知用印刷製本費。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員養成事業1名

（強化）

（既存） 消費生活相談員が国セン開催の研修会へ参加する。（５名　相模原市）

（強化） 消費生活相談員が日本消費者協会等開催の研修会へ参加する。（５名　相模原市）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 消費生活相談員による出前講座謝金の支出。

（強化） 消費者団体が行う出前講座の謝金を支出する。（年１５回）啓発用物品パンフレット・リーフレット・ティッシュ・シール購入・印刷費

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 消費生活相談員５名

（強化） 消費生活相談員を1名増員する。10月より報酬を月額180,000円へ引き上げる。

（既存）

（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員では対応しきれない専門的な知見を弁護士へ電話などにて助言や指導を仰ぐ。（毎月２日間）

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

（強化）

人日

自治体参加型

参加者数 2      人

年間研修総日数

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

100   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

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8       2,932              

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）

4       1,968              

対象人員数
（報酬引上げ）

4       



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

4,911            千円

11,463           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

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,772          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

13,437           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,571          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,892          千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,932            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,665          千円 20年度差 754             千円 前年度差 773             千円

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 4 人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員 配置 平成22年度末 相談員総数 5    人 平成 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 4      人

4    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 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 日額4,500円から月額180,000円へ引き上げる。

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 日本消費者協会等研修会、県開催の研修参加のための費用弁償等を支出する。

③就労環境の向上 相談員を1名増員する。



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）

平成 23 年度都道府県名 栃木県 市町村名 小山市 自治体コード 92088

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室内備品購入・ブースの増設・執務参考資料の購入・周知に係る経費 993               993                   テーブル200千円・資料保管庫207千円･電気配線スタンド126千円・図書等460千

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）⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加者支援 189               189                   研修参加旅費373千円・研修参加負担金39千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費者への啓発強化 80                 80                    試買テスト実施及び結果広報団体委託

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者への啓発、らくりん座講演 700               700                   啓発物品作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数の拡大・常勤職員時間外勤務手当 1,140            987                   

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 - 3,102            2,949                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存） 相談室内の設備強化中であるが、さらに相談室内の備品配置が必要である

（既存）

（既存）

（強化） 相談ブースの増設・相談業務に必要な資料の購入及び保管場所の整備

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 旅費の支援（6人×1回参加）

（強化） 旅費・研修参加費の支援（複数回参加）

（既存）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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）

⑧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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 消費者団体により年１回の実施

（強化） 食品表示監視事業の充実のため商品購入調査だけでなく食品に関する勉強会・公演会等による啓発強化を行う

（既存） 啓発用物品の作成

（強化） さまざまな広告媒体を使った消費者被害防止のための広報活動の強化、及び強化分の啓発用物品の作成

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者ホットライン設置に係る事務・広報活動増加分の相談員出勤日数増加分報酬・消費者行政担当職員時間外手当の支給

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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）

（既存）

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化）

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

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）

8       672                

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

追加的総費用

8       987                

対象人員数計



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

427               千円

10,439           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,140            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

612               千円

2,949          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 375               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 3,451          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

6,988          千円

10,612           千円

675             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 前年度差7,663          千円 20年度差 523             千円

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

6      平成22年度末 相談員総数 6      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 6      人 平成23年度末予定 相談員数 6      人

具体的内容

相談員数 人

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加機会を増やす（参加費・旅費の支援）

③就労環境の向上 ○ 相談室内スペース拡充により就労環境の向上をはかる

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

処遇改善の取組

④その他



度

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）

都道府県名 栃木県 市町村名 真岡市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 92096 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

執務参考図書・資料の購入、市民への周知

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機能強化 931              931                  

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）

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） 20                20                    研修への参加旅費相談員研修への参加支援

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）

啓発活動強化のための消耗品代　啓発レベルアップのための
視察研修用バス代

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発の強化・充実、教材・広報資料などの収集・作成 491              491                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の増加 1,170            1,170                臨時雇用の相談員の報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,612            2,612                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターだよりの全戸配布

（強化） 全戸配布チラシの強化（レベルアップ）　執務参考資料の購入

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）

国センでの宿泊研修参加（１名）

東京開催の相談員専門事例講座（３日間）への参加支援（１名）

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 高度化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

啓発活動レベルアップのための資料作成消耗品費・視察研修用バス代、パンフレット・啓発品の購入費

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員１名を臨時で追加雇用

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（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）

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

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

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）

1       1,323             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,170             



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

3      

平成23年度の消費者行政予算 8,372            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

5,209          千円

2,612          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算 5,315            千円

平成22年度の消費者行政予算 8,372            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,163          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 3,163            千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,170            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,760          千円 20年度差 445             千円 前年度差 551             千円

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

周知用消耗品（マグネットロール）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） 消費生活センター周知用消耗品の購入 32                32                    

自治体コード 92134 平成 23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 栃木県 市町村名 那須塩原市

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,150            1,150                -

⑱消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）

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

講師謝金、啓発用冊子　　　啓発用シール各戸配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した賢い消費者の育成及び消費者被害の未然防止 1,023            1,023                

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）

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の実務的研修への参加(５名） 95                95                    研修参加支援（費用弁償）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

（既存） 相談員実務研修への参加

（強化） 相談員の資質向上を図るため実務研修への参加

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化） 消費生活センター周知用消耗品の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための教育、啓発

（強化） 自立した賢い消費者の育成のためにセミナーを開催、消費者被害の未然防止用シールを各戸配布、啓発用冊子配布

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）

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
（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）

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

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

追加的総費用

人時間／年

対象人員数 追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

6,866          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 前年度差 -564           

平成23年度の消費者行政予算

1,150          千円

8,016            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

平成22年度の消費者行政予算 9,282            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,852          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,430          千円

千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 5      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

①報酬の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の事務研修参加旅費支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 栃木県 市町村名 下野市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 92169 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修参加時旅費 125              31                    

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者まつり実施時及び消費者教育の充実を図るための啓発物資購入
費

1,758            1,179                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 開所時間延長による消費生活センター業務強化に伴う相談員の報酬増 3,183            258                  

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 - 5,066            1,468                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 相談員の研修参加への促進

（強化） 研修参加により、相談業務強化を図る

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

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） 街頭啓発の実施及び啓発チラシ配布により消費者被害防止啓発を実施

（強化） 消費者まつりの実施、消費者教育の充実を図り市民の学習を強化する

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活センター開所時間　午前9時から午後4時

（強化） 平成22年4月1日より消費生活センター開所時間　午前9時から午後5時に変更し相談業務の強化を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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）

⑱消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）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       258                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       258                

対象人員数
（報酬引上げ）



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

3      人

前年度差 1,495          千円

平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,923          千円 20年度差 -129           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 258              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 1,059          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,487          千円

平成20年度の消費者行政予算 千円4,052          

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,428          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,391          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,468          千円

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 4      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

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



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）

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）

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）

87                87                    相談業務参考資料・修繕工事

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 栃木県 市町村名 壬生町

①消費生活センター機能強化事業（新設） 執務参考資料購入・センター新設

自治体コード 93611 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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 720              720                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発活性化事業 633              633                  啓発用パンフレット・回覧板等

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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 高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 相談窓口に必用な参考図書が不足している。消費生活相談用回線が不備

（強化） 相談内容が複雑になっているため、専門知識の向上。消費生活センター設置に向け、電話回線を設備

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） 【平成22年度より作製】

（強化） 消費者被害防止のために啓発活動・消費者団体と連携して啓発実施の強化

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

⑱消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）

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）



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

-      人

前年度差 6                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      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 288             千円 20年度差 6                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,008          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 282             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,341          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,623          千円

平成20年度の消費者行政予算 282             

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

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



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

自治体コード 093840 平成 23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 栃木県 市町村名 塩谷町

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 100              100                  -

⑱消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）

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

事故が多い事例のリーフレットを作成し、普及啓発を図る。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 リーフレット作成費 100              100                  

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）

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者の事故が多い事例に関したリーフレットを作成し、町内の各世帯へ配布及び窓口に設置することで、町民の意識高揚を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

⑱消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）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）



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

相談員総数 人-      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 -9              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 35              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40              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 40                千円

44                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

平成20年度の消費者行政予算

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

平成23年度の消費者行政予算 135              千円

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

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



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 93866 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 栃木県 市町村名 高根沢町

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）

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 放射性物質検査用事務用品の購入 12                12                    12

⑬消費者教育・啓発活性化事業 小中学生・高齢者への消費者教育、啓発のため 871              871                  871

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 - 883              883                  -



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 高度化事業
（既存）

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） なし

（強化） 放射性物質検査用事務用品を購入し、食品の安全・安心の機能強化を進める。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 小中学校における消費者教育を進める。高齢者世帯や障害者世帯における消費者啓発を進める。

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）



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）

⑱消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）

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

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



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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成23年度の消費者行政予算 883              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 883             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 -                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

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

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）

⑦ 費 ﾞ ﾟ事 （ 修 ）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成講座への参加（２名） 870              870                  実務的研修参加支援、旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード 94072 平成 23

事務所の設置、機材・事務用機器の設置、参考図書購入、周
知経費

年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの新設 3,056            2,839                

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 栃木県 市町村名 那須町

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 食品の放射性物質簡易検査の実施 125              125                  検査に伴う消耗品、研修会旅費

合計 - 5,192            4,975                -

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員（２名）を配置 1,125            1,125                相談員報酬、通勤費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 16                16                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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（２名）を研修に参加させるための旅費を支援

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員（２名）を養成するために実務的研修に参加

度
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし。消費生活相談窓口を本課に併設

（強化） 新たに消費生活センターを開設

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活センターを設置し、新たに相談員（2名）を配置

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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 2      人

年間研修総日数 100   人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 消費者庁から放射性物質検査機器の貸与を受け、食品の放射性物質簡易検査を実施

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

2       1,125             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       800                



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

相談員総数 人2      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 149             千円 前年度差 149             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,125            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 217             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 68              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,280          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,348            千円

68                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,975          千円

平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成23年度の消費者行政予算 5,192            千円

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

相談員数 2      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



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

自治体コード 94111 平成 23 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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 栃木県 市町村名 那珂川町

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 490              490                  -

⑱消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）

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

啓発ガイドブックの購入240、啓発劇の上演委託210

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発ガイドブックの購入、啓発劇の上演 450              450                  

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）

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修参加等による相談内容の充実 40                40                    旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） 無し

（強化） 研修に参加できるよう旅費を支援

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 無し

（強化） 悪質商法、多重債務対策啓発パンフレットの作成、消費者問題啓発劇の上演委託

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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

⑱消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）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）



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

相談員総数 人-      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 10              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 10              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

平成22年度の消費者行政予算 300              千円

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 490             千円

平成20年度の消費者行政予算

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

平成23年度の消費者行政予算 500              千円

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

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


