
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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

11,127              

10,746              賃金・共済費

-

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）

相談員6人体制による相談事業の継続（２０年度２人体制） 15,824           

-

321                   

16,244           

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

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

都道府県名 富山県 市町村名 富山市

旅費、研修費

自治体コード

事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活弁護士相談 60                 

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談員・相談従事職員の県内外での研修参加支援

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）

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）

弁護士謝金

360               

60                    

162019

事業経費

平成 23

対象経費

年度

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

（強化）

（強化） 相談員・相談従事職員の県内外での研修参加支援 　5名×１回

相談員2名各年1回国民生活センター研修参加

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

事業名

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

（既存）

（強化）

消費者ホットラインの運用に伴う相談件数の増加、PIONETの即日入力に対応するために相談員を増員する。（平成22年4月から6人体制へ）。苦情相談における「あっせん」の実施強化に伴い平成22年4月から報酬引き上げ。

（既存）

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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

既存分に加え、年間30分×12回を追加

（強化）

（強化）

消費生活相談における法的な判断や指導について弁護士に仰ぐ（年間30分×12回）

相談員２名体制

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

6      10,746           

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

6      

人

法人募集型

参加者数

人日

（強化）

年間研修総日数

（既存）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態 研修参加・受入要望

（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）

7,694             6      

自治体参加型



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

前年度差千円12,617        

平成20年度の消費者行政予算 9,610            千円

千円平成22年度の消費者行政予算

○ 相談員各自が抱える課題について弁護士の助言を得る。

市主催・県主催・国民生活センター主催等の研修参加に伴う旅費等の支援

④その他

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

千円

①報酬の向上

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

処遇改善の取組

6      

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

平成23年度末予定

相談員数うち定数内の相談員 人

-22,327      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

○

○ 相談室の改修（光交付金22年度繰越事業）

平成23年度末予定人

人6      

平成22年度末

10,746           千円

平成22年度末

平成22年度末

千円

千円

千円

23,744           

11,127        

34,944        

平成23年度末予定

平成23年度末予定

63,721           

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

6      相談員総数

相談員数

6      

相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 28,777        千円

人

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 -                  

3,007          20年度差

平成23年度の消費者行政予算

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

消費生活相談員の配置

-                  



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）

弁護士による多重債務者相談会の開催
（（月1回/相談員同席）

事業経費

相談窓口の周知、機能充実 9,445            

事業の概要

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

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）

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）

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）

年度

119               消費者行政に関する中央研修への参加支援等

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

合計

消費者被害防止のための教育・啓発

360                   

2,000                

1,149                

富山県弁護士会への委託料360               

平成 23都道府県名 富山県 市町村名 高岡市 162027自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

--

1,149            

119                   旅費、研修費、教材費を補助

100               

窓口相談業務の円滑な運営サポート
pio-netの即日入力、相談増加への対応

11,173           

専門相談員1名配置に伴う報酬等
既存相談員の時間外手当

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

啓発パンフレット作成、教育用教材、機材の整備100                   

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）

周知チラシの作成、専門図書の充実、事務用機器の購入272                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

なし

（強化）

（強化）

経験の浅い相談員・補助スタッフの指導・アドバイスを行う専門相談員を平成21年5月7日から継続して1名配置（3日/週、6H/日）する
とともに、相談業務のローテーションの円滑な確保を図る。また、既存相談員の時間外勤務によりＰＩＯ-ＮＥＴ即日入力、相談業務増加
への対応を図る。

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
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

県の消費生活センターや知るぽると等に講師を依頼し、勉強会を開催する

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

簡易な高齢者向けチラシの作成、数十人単位の講座等の開催

（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） 高度・専門的な中央研修参加に要する必要経費の負担支援（国民生活センターの研修会等：相談員等従事者5人×１回を予定）

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）

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）

事業名

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

引き続き、相談窓口にパンフレットを置き、啓発に努める。

（強化） 引き続き、周知チラシ作成、路面電車万葉線の車内放送によるＰＲ、新刊専門図書の購入により、相談窓口強化と機能の充実を図る

（既存）

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）

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）

勤務日における、経費負担の伴わない県開催の研修会への参加



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

（強化）

年間研修総日数

参加者数

924                

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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）

対象人員数計

なし（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

弁護士による多重債務者相談会の開催（月1回/相談員同席）

人日

追加的総費用

実施形態

自治体参加型

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

2      

2      1,149             

人

（強化）

人

研修参加・受入要望

人日

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数



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

平成22年度の消費者行政予算

平成23年度の消費者行政予算

千円

平成22年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち定数外の相談員

人

人

人

前年度差

4      

うち基金（交付金相当分）対象経費

2      

2      

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定人

平成23年度末予定

2      

2      人

人人 平成23年度末予定消費生活相談員の配置

11,445           

2,000          

4      

4,549            

20,449           

4,896          

千円

相談員総数平成22年度末

9,445          

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

○ 相談員の賃金単価を、平成22年度より引き上げた（1,090円→1,200円）

うち委託等の相談員

○

平成22年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

相談員数

・中央研修への参加支援（旅費、研修費、教材費を補助）
・県の実務的研修への参加支援（旅費）

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,149            千円

千円20年度差千円 -6,240        

4,764          

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 15,685        

千円

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）

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）

年度

2,893            

194               

消費生活相談窓口強化

担当職員の相談員養成実務研修への参加

事業経費

393                   

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）

旅費

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

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）

合計

消費者被害防止のための啓発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

-

246               啓発用パネル、出前講座啓発チラシ

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 23自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

市町村名 魚津市 162043都道府県名

事業名

富山県

相談窓口拡充啓発広報、執務参考図書購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

3,333            

246                   

833                   -

194                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

出前講座を10回以上開催し、そのための啓発パンフレット、啓発パネルの作成

県が実施する啓発活動に協力

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）
（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）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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

相談窓口は市民に周知してきたが、まだ不十分

担当職員の資質向上のための国民生活センター主催の実務研修等に参加(旅費支給）

（強化）

（強化）

（既存）

相談窓口周知強化のための資料作成配布等

（強化）

県内の研修に参加（旅費支給なし）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

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

（既存）

自治体参加型

研修参加・受入要望

人日

実施形態

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）
（強化）

（強化）

参加者数

（既存）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

平成22年度末

2,725          

1      

833            

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 相談員総数 1      相談員総数 平成23年度末予定

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,481          千円

平成22年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

うち定数内の相談員

①報酬の向上

処遇改善の取組

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

千円

消費生活相談員の配置

平成23年度の消費者行政予算 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算

3,559            

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

平成22年度末 人

千円

1      

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

68                 

2,726          千円 1                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

平成20年度の消費者行政予算 千円

4,206            

前年度差2,658          

千円

千円

千円

20年度差



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）

20                    20                 

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）

執務用参考図書の購入⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

報償費@10,000円×5回

旅費@1,300円×1人×20回（日帰り）26                    

報酬@140,000円×12ヶ月＝1,680,000円
社会保険料294,000円

50                    

1,974                相談員の報酬及び社会保険料 1,974            

- -

報償費@10,000円×1時間×12ヶ月

50                 

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード 162051都道府県名 富山県 市町村名 氷見市 平成 23

図書購入費

年度

対象経費

2,190                

事業の概要

2,190            

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

合計

消費者啓発活動（ひみ消費者グループ）

26                 

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費

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）

相談員の研修参加旅費支援

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

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）

120                   多重債務相談（弁護士からの助言・指導）に係る経費⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 120               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化） 参考図書を新たに購入

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
参考図書の追加購入

（既存）

（既存）

（既存）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

県開催の研修には、担当職員が参加していた。

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

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
（強化）

（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）

（強化） 消費生活相談等レベルアップ講座への研修参加支援（土日・日帰りの県内旅費を支援）

（既存）

（強化）

県が行う啓発事業に協力していた。

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（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）

（強化）

ひみ消費者グループによる消費者啓発活動の支援

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（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）

消費者行政活性化基金で継続的に相談員を雇用（H23.4月～H24.3月）

（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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
弁護士による多重債務相談会を開催（月1回×1時間×12ヶ月）（相談員同席）

人

人日

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
（勤務時間、日数等の拡大）

1,860             

研修参加・受入要望

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）

実施形態

（既存）

1      1,974             

自治体参加型

対象人員数計 追加的総費用

年間研修総日数

人

法人募集型

1      

参加者数

人日

（強化）

多重債務に関する専門家の相談会は特にしていなかった。

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-1,293        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 1,974            千円

20年度差387            千円 前年度差

3,507            平成22年度の消費者行政予算 千円

270               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

レベルアップ講座参加旅費を支援（土日・日帰りの県内旅費）

①報酬の向上

処遇改善の取組

千円

平成22年度末

平成22年度末

平成20年度の消費者行政予算

117            

○

○ 相談員を基金で雇用することによって、継続的な雇用（１年間）が可能になった。

うち委託等の相談員

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定人

相談員総数 相談員総数

人

1      

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度末

-

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

人

千円

2      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 1      

1      

千円

人

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 -                  

消費生活相談員の配置

千円

千円

2,577            

2,190          

1,680          

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,827          



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

80                 相談員の研修参加支援

事業経費

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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

合計

・啓発チラシの作成及びパンフレット等の購入
・訪問販売お断りシールの作成
・消費生活講座用ポータブルワイヤレスアンプ購入
・消費生活講座用ポータブルＤＶＤプレーヤーの購入

事業の概要

540                   

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2,167            

平成 23都道府県名 富山県 市町村名 滑川市 自治体コード 162060

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

--

80                    

・教材作成、購入費
・事務用機器購入

640                   

執務参考資料購入

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費

20                    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）

専門相談員の配置継続、執務参考図書等の購入 1,547            

540               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

啓発チラシの作成。（町内会班回覧：約1000部×2回分）

・啓発チラシの作成配布（単価6.4円×12500部＝80千円、折込料40千円）、パンフレット購入（単価150円×300部＋名入5,000円）＝
50千円
・訪問販売お断りシールの作成（単価200円×300部）
・啓発講座用ワイヤレスアンプ一式購入（単価280千円×1台）
・啓発講座用ポータブルＤＶＤプレーヤー購入（単価30千円×1台）

（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

（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）

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

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） センターなし。センター要件を備えた相談窓口とするため、専門相談員を配置するとともに執務参考資料、事務用機器を購入。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

県内の研修に参加。（既存）

（強化）

（強化）

（強化） センター設置に向け、更に専門相談員の能力向上を図るため、執務参考資料を購入する。（単価5千円×4冊）

（強化） センター設置に向け、更に相談員のレベルアップを図るため、国民生活センター主催の研修参加支援を継続する。（旅費40千円×２回）

（既存）

（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

自治体参加型

（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）

対象人員数計 追加的総費用

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

参加者数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

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



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

1,734          

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末うち委託等の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

2,374            

平成22年度末

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

640            

人

人

人

相談員数

相談員数

1      

相談員数

1,775          

平成22年度の消費者行政予算

人

消費生活相談員の配置

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

1      相談員総数 人

690            千円

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

千円

1,292          

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

千円

2,465            

千円

○

①報酬の向上

処遇改善の取組

1      

千円

平成22年度末

人

人

国民生活センター主催による研修への参加支援（年２回）

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成20年度の消費者行政予算 442               千円

千円

-41            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

20年度差 前年度差千円



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）

- 3,202            

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

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

年度

20                 

69                 

執務参考図書購入

相談員、担当職員の研修参加支援

162078

事業経費事業の概要

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

パンフレット購入費啓発用パンフレットの購入

平成 23都道府県名 富山県 市町村名 黒部市 自治体コード

合計

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

3,083            ⑯一元的相談窓口緊急整備事業

69                    

30                 30                    

県主催の研修受講旅費

2,952                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

2,833                消費生活相談員の配置

20                    執務参考資料購入

消費生活相談員の報酬、費用弁償、社会保険料

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）

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）

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）

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

有料の物品やパンフレットを窓口や公共施設等に設置・配布し、啓発効果を高める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

（強化）

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）

（強化）

（既存）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

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）

（既存）

無料で配布される資料等の設置・配布

（強化）

（強化）

（強化）

なし

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（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）

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）

より専門の解説書等を購入し、複雑化するトラブルに対応できるようにする。（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

消費生活相談員を配置し、消費生活にかかる相談業務や啓発活動を行う。

（既存）

消費者六法・特商法等消費者行政に必要な法律関連図書

（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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

県内で開催される研修会に参加

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化） 年間を通して県が実施する研修会に参加



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

1,875.51      

年間研修総日数

実施形態

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

（既存）

（強化）

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

（強化）

法人募集型

研修参加・受入要望

人

1      

参加者数

2,833             

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

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

うち定数内の相談員 平成22年度末

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

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

3,797            平成22年度の消費者行政予算

1,118          

平成23年度の消費者行政予算

人

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

千円

平成23年度末予定

千円

人

536            千円20年度差

相談員数

1      

千円

相談員総数

2,952          

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 310            

相談員総数平成22年度末消費生活相談員の配置

平成22年度末 相談員数 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1      相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末

千円

1      

①報酬の向上

うち委託等の相談員

処遇改善の取組

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

2,679          

-582           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,833            

前年度差

3,488            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

226               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,600            1,600                -

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）

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

パンフレット作成・配布費、教材購入費

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 590               590                   

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）

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）

相談室改修工事・参考用図書等購入費

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） 消費生活センターの機能拡充 1,010            1,010                

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）

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 162086 平成 23都道府県名 富山県 市町村名 砺波市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 要望があった場合、出前講座を開催している。

（強化） 被害防止のための啓発チラシ等を作成・配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口を本課に併設し平成22年4月1日センターとして告示した。また、相談窓口・相談スペースの整備を行った。

（強化） 相談室を整備し、相談業務に必要な参考図書を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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 　　　　　該当なし

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

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 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

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

121            千円

相談員総数 1      

20年度差 111            

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

千円 前年度差

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 695            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          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 574            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,295          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 3,426          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,000          千円

平成20年度の消費者行政予算 584            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,295            2,295                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による専門相談窓口の整備（毎月１回） 462               462                   弁護士による専門相談業務委託料

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）

賃金、社会保険料等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の新規配置 954               954                   

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 消費者問題啓発用自治会回覧板、啓発用番組等の作成 679               679                   啓発用品作成費

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）

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） 相談窓口備品整備 200               200                   相談員用事務机・椅子等購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

162094 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 小矢部市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談員は、配置していない。

（強化） 平成23年４月から、消費生活専門相談員（１名）を、新規配置する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市広報誌を利用して啓発を実施

（強化） 自治会用回覧板、啓発用番組等を作成し、継続的に消費者教育啓発活動を実施する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 相談用机・椅子整備

（強化） 乳幼児を連れた相談者に対応できるよう整備することに加え、相談員用事務机・椅子を整備する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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

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1      954                

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）

1      924                

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 弁護士による消費生活相談は、していない。

（強化） 弁護士による消費生活相談（毎月１回）を開設（市職員１名同席）する。

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）



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

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

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

1                千円

相談員総数 1      

20年度差 6                

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 954               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 252            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,295          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 251            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,547            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 3,600          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,851            千円

平成20年度の消費者行政予算 246               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,920            3,920                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談等の窓口の開設（相談員同席） 130               130                   
法律専門家による多重債務等相談窓口
(謝金@30,000+会場@2,500)　計4回

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）

賃金・社会保険料等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の新規採用 2,295            2,295                

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
啓発研修・講座等の実施、高齢者の消費者トラブル防止
のための参考図書の配布

607               607                   啓発研修・講座等の実施、啓発パンフレット作成

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）

研修に参加するために必要な旅費、研修費、教材費

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、職員の研修への参加支援（6回） 270               270                   

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） 相談窓口整備 618               618                   
執務参考資料購入・相談窓口案内広告掲載・相談用机・椅子・
パーティション等購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

162108 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 南砺市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談員は配置していない。

（強化） 21年度からふるさと雇用再生特別基金事業で消費生活専門相談員を設置したが、23年度は活性化基金の活用により相談員を確保し窓口を整備する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
消費生活講座を開催しているが、生涯学習の講座（南砺市民大学講座）の位置づけとなっており、他の講座と共催している。
広報なんとに「消費者の知恵」と題して消費トラブルの事例などを掲載。

（強化）
老人クラブ等を対象にした消費生活に関する講座の開催、高齢者の消費者トラブル防止のための協力団体用の参考図書の購入（民
生委員・包括支援センターなどに配布予定）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内で開催された研修会に参加

（強化） 相談員等の県外（国民生活センター等）研修参加について旅費等を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 担当課、各行政センターに窓口設置済

（強化） 相談に対応できるように執務参考図書を購入。相談窓口を案内するための広告を掲載。相談用机・椅子・パーティション等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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

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1      2,295             

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）

1      1,523             

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 法律専門家による多重債務相談窓口は設置していない。

（強化） 法律専門家による多重債務相談窓口の設置（相談員同席）

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）



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

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 人

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

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

-2,885        千円

相談員総数 1      

20年度差 -61            

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,295            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 446            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,920          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,331          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,366            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 3,760          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,091            千円

平成20年度の消費者行政予算 507               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,539            2,346                

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）

賃金、労働保険料

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 消費生活相談員の勤務日の拡充（週2→週5） 2,342            1,313                

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 消費者被害防止のための啓発 1,054            950                   啓発用パンフレット、シールなどの作成、講座用機材の充実

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）

旅費・研修費を補助

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） 担当職員・相談員の研修参加支援（１名） 113               53                    

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センター事業運営 30                 30                    執務参考図書購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

162116 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 射水市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談員の勤務日は週２日。

（強化） 平成23年4月1日より消費生活専門相談員の勤務日を週５日に拡充。

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） 簡易な悪質商法防止被害のためのチラシを作成。要望があれば講座を開催。

（強化） 悪質商法被害防止のためのパンフレット、シールなどを作成。教育啓発用DVDなどの購入。啓発用機材の充実。出前講座の強化。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国等主催の研修（２泊３日）に相談員又は担当職員が１回程度参加できるよう旅費及び研修費の支援拡充。

（強化） 国等主催の研修（２泊３日）に相談員又は担当職員が、のべ２回程度参加できるよう旅費及び研修費の支援拡充。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）
（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）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） H22年12月にセンターを開設。

（強化） 相談業務に必要な物品、参考図書などを購入。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円2      1,313             

対象人員数
（報酬引上げ）

2      

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）

2      1,071             

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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 ○ 参考図書等の購入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

うち定数内の相談員 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

203            千円

相談員総数 4      

20年度差 164            

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,313            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,639          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,346          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,436          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,985            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 3,227          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,663            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,475            



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 - 50                 50                    

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）

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 消費者啓発用品の作成・配布 40                 40                    啓発用品作成費用

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）

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） 職務向上参考書籍購入 10                 10                    執務参考図書購入

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

163210 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 舟橋村 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 消費者被害未然防止のため啓発用品を作成・配布し情報提供

（強化） 消費者被害未然防止のため新たな情報のチラシを作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 職務向上のため参考書籍購入

（強化） 職務向上のため参考書籍追加購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

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

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

3                千円

相談員総数 -      

20年度差 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

千円 前年度差

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 19              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 50              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 16              千円

平成23年度の消費者行政予算 69                 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 50              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 66                 千円

平成20年度の消費者行政予算 17                 



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 300               300                   

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）

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 消費者被害防止のための啓発 300               300                   パンフレット・チラシの作成

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

163228 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 上市町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 消費生活センターより配信されている情報を町HPに掲載、町内で詐欺等の被害があった時のみ注意喚起のチラシを配布

（強化） 被害にあった時だけでなく、被害にあわないために悪徳商法被害防止のためのパンフレット・チラシを作成（全戸配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）
（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）

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

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

人

うち委託等の相談員 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

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

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

-1              千円

相談員総数 1      

20年度差 -7              

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

千円 前年度差

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 1,033          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,034          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,333            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 675            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,709            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,040            



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 - 201               200                   

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）

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 振り込め詐欺撃退シール等の作成 201               200                   啓発シール作成

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

163236 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 立山町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 地区からの要望をうけ、消費生活相談員を講師として派遣する。

（強化） 住民の関心が高い振り込め詐欺についてシール等の作成・配布により啓発を強化し、より一層の被害防止に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）
（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）

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

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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 ○ 出前講座にPC、プロジェクター等の機材を活用し、内容充実や負担軽減を図る

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 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

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

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

-1,499        千円

相談員総数 1      

20年度差 1,295          

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

千円 前年度差

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 1,319          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,818          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,519            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 1,492          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,310            千円

平成20年度の消費者行政予算 24                 



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,834            1,834                

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）

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 消費者被害防止のための啓発 1,776            1,776                
啓発パンフレット・啓発パネル作成、消費者講演会講師謝礼、
会場設置等に係る経費

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）

旅費・負担金

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） 相談窓口職員の国セン及び県内研修への参加支援 58                 58                    

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

163422 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 入善町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 出前講座（県センター出前講座を斡旋：窓口周知）、ケーブルテレビによる啓発

（強化）
啓発パンフレットの作成、パネル展用パネルの製作（出前講座、消費者講演会等で使用）、消費者講演会の実施、訪問販売お断り
シールの作成、くらしの安心情報（地区回覧）の充実

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 年４回の市町村担当者研修会（県開催）以外の研修には、職員の自費により参加

（強化） 国セン研修への参加及び、年４回の市町村担当者研修会（県開催）や、県開催以外の研修にも参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）
（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）

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

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

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 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

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

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 12              

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

千円 前年度差

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 144            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,834          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 144            千円

平成23年度の消費者行政予算 1,978            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,144            千円

平成20年度の消費者行政予算 132               



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 - 200               200                   

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）

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 消費者トラブル被害防止のための啓発 200               200                   
啓発活動用紙芝居の作成、啓発パンフの作成(イベント等で配
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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

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

163431 平成 23 年度都道府県名 富山県 市町村名 朝日町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 県の行う啓発事業に協力

（強化） 悪徳商法等に関する被害防止のための啓発用紙芝居、パンフレットを作成し、出前講座等を実施。ケーブルテレビでの啓発活動。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）
（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）

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

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
（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

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

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 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

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

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -16            

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

千円 前年度差

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 17              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200            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 17              千円

平成23年度の消費者行政予算 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）対象経費 400            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 417               千円

平成20年度の消費者行政予算 33                 


