
市町村事業計画様式

０．基本データ

和歌山市

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

196                 相談員の研修への参加支援

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）

--

啓発資料の作成と購入（1,133千円）、
テレビ・ラジオ放送広告委託料（734千円）

相談員派遣業務委託料

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

3,863              

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

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）

事業の概要

平成

対象経費

196                     

基金（交付金相当
分）対象経費

23都道府県名 和歌山県 市町村名 和歌山市 自治体コード 302015

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

ＮＰＯ法人に相談員派遣業務を委託

⑫食品表示・安全機能強化事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,800              

1,867              
消費者被害防止のための啓発講演会の積極的開催
市民向け悪質商法等への注意を喚起する放送広告を実施

1,867                  

1,800                  

旅費(費用弁償117千円、管外出張旅費72千円）、研修費（7千円）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

3,863                  



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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

なし。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

講演会等に配布する啓発資料（冊子タイプ１,８００部、パンフレットタイプ１７,０００部予定）を作成。テレビ（36回・15秒スポット予定）・ラジオ（36回・20
秒スポット予定）による消費者被害防止の啓発。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

相談員を２名配置。

（強化）

（既存）

（強化） 平成２３年４月から、ＮＰＯ法人に相談員派遣業務を委託する。（相談員1名・週4日・5.5時間/日）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

担当者会議や連絡調整のための旅費。

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

（強化） 国民生活センター主催の研修会（3回予定）参加支援。

（強化）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（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）

事業名

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

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

研修参加・受入要望

（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）

1        

1,056                

人日年間実地研修受入総日数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総業務量（総時間）

参加者数

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

実施形態

年間研修総日数

人

法人募集型

1,800                

実地研修受入人数

1        

自治体参加型

（強化）

（強化）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

消費生活相談員の配置

千円

人平成22年度末

千円

平成23年度末予定相談員数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

3,863            

相談員総数 人3       2       

人

人 平成23年度末予定

1       相談員数

相談員総数

3,924              

2,290            

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,634            

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成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

人

人

人

相談員数

相談員数

5,903              

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

20年度差 -355             

○

①報酬の向上

1       

処遇改善の取組

1       平成22年度末

人うち委託等の相談員

1       

1       

うち定数外の相談員 相談員数

平成22年度末

-250             

千円

平成20年度の消費者行政予算

平成２３年４月から相談員1名（委託）を配置

相談員の研修参加（3回）を支援

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

2,395              

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 1,800              

前年度差千円2,040            

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）

合計 - 1,800              1,680                  -

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 専門相談員による定期相談を強化 252                 132                     相談業務委託料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

パンフレット作成費、講座・巡回相談委託料（講師謝金・旅費、教材
作成等）

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パンフレットの作成
市民向け啓発講座・巡回相談や研修会等の実施

1,548              1,548                  

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

海南市 自治体コード 302023 平成都道府県名 和歌山県 市町村名



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） 定期相談（専門相談員１名・月２回・３時間/日・１回あたりの相談費用5,000円）

（強化） 定期相談（専門相談員１名・月２回・３時間/日・１回あたりの相談費用10,500円）

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） なし

（強化）
高齢者向け啓発パンフレット（24,000部）を作成し、市内全戸配布と啓発講座等で活用する。
市民への啓発講座及び巡回相談（８回）を実施し、消費者問題に対する周知・教育と潜在化している消費者被害の掘り起こしと解決を図る。
関係団体等への研修会（２回）を実施し、関係団体とのネットワークの強化に努め、消費者被害にあわない地域づくりを推進する。

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）

（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        132                  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

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 ○
平成22年度　１回あたり（３時間）の相談費用　5,000円
平成23年度　１回あたり（３時間）の相談費用　10,500円

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

6                  千円

相談員総数 1       

20年度差 -65               

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 132                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 192               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,680            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 186               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,872              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 88                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 274                 千円

平成20年度の消費者行政予算 257                 



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 和歌山県 市町村名 橋本市 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 302031 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）

参考図書購入費

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） 相談業務充実のための執務参考図書購入 30                   30                       

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）
相談員研修専門事例講座受講、多重債務研修、相談員地域
研修参加支援

93                   77                       旅費、研修受講料

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）

会場借上費、講師謝金、啓発物品購入・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
市民講座開催、専門相談員による出前講座(委託）事業、啓発
パンフレット・物品作成、担当職員による出張出前講座

2,469              2,416                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
専門相談員による消費生活出張相談(委託）、PIO－NETへの
入力作業指導

329                 329                     相談業務等委託料

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 - 2,921              2,852                  -

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） 特商法・割販法の改正、クレサラ・ヤミ金事務処理等について購入

（強化） インターネットトラブル等、より多分野の相談を受けられるよう、参考図書を充実させる。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）  

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 担当者会議への参加

（強化）
国民生活センター主催の消費生活相談員研修（３日間×１名）や関係団体主催のフォーラムや研修等（１日×延６名）に積極的に参加し、担当職
員の相談対応能力を高める。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
①消費者被害未然防止のための啓発パンフレット作成(市内全戸配布用：27500部、出張出前講座用：1000部）②消費者教育用パンフレット作成
(児童・生徒用：2000部）③啓発グッズ(クリアファイル：3000部）作成④啓発講座開催(担当課実施：年１０回・委託事業：年12回）⑤「くらしの豆知識」
（100部）を利用し、見守り活動支援につなぐ。

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） ①担当職員へのPIO－NETへの入力作業支援(委託・１名・年３回）②専門相談員による消費生活出張相談(委託・１名・年２４回）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

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        87                    

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2        329                  



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 162                 千円

平成22年度の消費者行政予算 2,070              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,000            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 70                千円

平成23年度の消費者行政予算 2,921              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,852            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）対象の賃料、人件費等 -                    千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 69                千円 20年度差 -93               千円 前年度差 -1                千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1       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 人

相談員数 1       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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 和歌山県 市町村名 有田市 自治体コード 302040 平成

対象経費

23 年度

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 専門知識を有する相談員配置に係る電話機の購入 63                   21                       電話機購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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 被害防止のための折り込みチラシの配布や講演会の実施 1,499              1,499                  講師謝金・旅費、会場借料、チラシ購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

144                 144                     

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

報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門知識を有する相談員の配置

1,706              1,664                  

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）

-合計 -



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） 消費者行政担当課に設置されている電話のみ。

（強化） 専門知識を有する相談員を配置することにより、相談を実施する部屋にも電話機が必要になったためそれに対応できる機器（1台）の購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 被害に遭わないための啓発パンフレット（全世帯用１２，０００部）を作成し、講演会を２回開催する。

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） 専門知識を有する相談員を（委託・１名・月１回）平成２３年５月から配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

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                    

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1        144                  



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 16                   千円

平成22年度の消費者行政予算 40                   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 40                千円

平成23年度の消費者行政予算 1,706              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,664            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 144                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42                千円 20年度差 26                千円 前年度差 2                  千円

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

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

平成23年度末予定 相談員数 -       人

1       人

相談員数 -       

相談員数 -       人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -       人

相談員数 1       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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成２３年５月から消費生活専門相談員を１名（委託）を配置



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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 御坊市 自治体コード 302058 平成

対象経費

23 年度

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 啓発用パンフレット配置 59                   59                       備品（パンフレットスタンド）購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

29                   29                       

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）

旅費

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） 相談職員の研修会参加支援

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
被害未然防止のための啓発
市内消費者団体に対し、研修会開催

1,617              1,617                  
啓発用物品・啓発用パンフレット作成・講師謝礼・旅費・消耗品費
（資料作成）

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

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

1,705              1,705                  

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレットを配置するために、パンフレットスタンド（２台）を購入し、市役所ロビー等に設置

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） 担当者会議等出席分旅費

（強化） 相談窓口強化のために積極的に研修会へ参加（１名×４回）

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） 国セン等作成の既成の物品を適宜配布

（強化） 学生用啓発パンフレット（500部）を作成し、市内中学生に配付・啓発用物品（カレンダー１０，０００部）の全戸配付・啓発用物品（ウェットティッ
シュ1,000個・救急絆創膏1,000個・ティッシュ2,000個）購入・市内消費者団体に対し、研修会実施（１回）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 214                 千円

平成22年度の消費者行政予算 1,584              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,441            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 143               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,900              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,705            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 195               千円 20年度差 -19               千円 前年度差 52                千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-       人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 和歌山県 市町村名 田辺市 自治体コード 302066 平成

対象経費

23 年度

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談体制の充実 11                   11                       参考書籍購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

37                   37                       

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）

研修旅費

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） 相談員研修専門事例講座等の受講支援

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 講演会・出前講座開催、啓発用パンフレットの作成・配布 1,742              1,742                  
講演会・出前講座講師委託料、啓発用パンフレット・シールの印刷及
び購入費

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

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

1,790              1,790                  

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）

-合計 -



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） プロジェクター、スクリーン及び参考書籍を購入

（強化） 相談体制充実のため、参考書籍を購入する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加し知識の向上を図る。（１名・２日）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者教育講演会、出前講座（１０回）を開催するほか、啓発用パンフレット（17,500部）、訪問販売お断りシール（10,000部）を作成し、配付する。

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）

（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 279                 千円

平成22年度の消費者行政予算 936                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660               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 276               千円

平成23年度の消費者行政予算 2,051              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,790            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 261               千円 20年度差 -18               千円 前年度差 -15               千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-       人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,515              1,515                  -

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 240                 240                     相談員（月２回勤務）委託料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

出前講座開催用機材、教材作成費及び報償費・啓発グッスの作成
費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 1,275              1,275                  

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）

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 302082 平成 23都道府県名 和歌山県 市町村名 紀の川市



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） なし

（強化） 消費生活相談員１名（月２回・１日３時間勤務）配置による相談業務委託

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） なし

（強化）
講演会（年６回）を実施。　啓発グッズ（1200個）の作成。出前講座開催用機材整備（プロジェクター（1機）・スクリーン（1機）・ポータブルマイク（４
機）・ポータブルアンプ（１機））

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1        240                  

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        72                    

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

-19               千円

相談員総数 1       

20年度差 -24               

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 240                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 21                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,515            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

平成23年度の消費者行政予算 1,536              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 1,781            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,821              千円

平成20年度の消費者行政予算 45                   



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 - 3,000              3,000                  

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）

相談業務委託料（専門相談員１名・月２日・３時間／日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員による消費生活相談を実施 180                 180                     

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 啓発用パンフレット・物品の作成 2,723              2,723                  市民向けパンフレット及び物品の作成・購入費

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、研修負担金及び教材費

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） 相談職員の研修参加支援 97                   97                       

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

302091 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 岩出市 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） なし。

（強化） 有資格専門相談員による相談業務を委託（１名・月２日・３時間／日）

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） なし

（強化） 啓発用のパンフレットを作成し、全戸（21,000世帯）配布にて啓発を行う。

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） 県内外の研修として、相談員１名が１回参加できるよう旅費を支出。

（強化）
県内外で開催される研修会等に参加するための旅費。（国民生活センター主催の研修を相談職員１名が２回参加）多様化する相談内容に対応で
きるよう、様々なテーマの研修を積極的に受講し、相談職員のレベルアップを図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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1        180                  

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        72                    

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 ○ 平成２３年４月から消費生活専門相談員１名を月１日配置から月２日配置とする。（委託）

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

-17               千円

相談員総数 1       

20年度差 85                

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 180                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 267               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000            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 284               千円

平成23年度の消費者行政予算 3,267              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 217               千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 501                 千円

平成20年度の消費者行政予算 182                 



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 - 651                 651                     

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）

相談業務委託料（専門相談員１名・月１回・３時間/日）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員による定期相談の実施 143                 143                     

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 啓発用パンフレット配布、啓発講座の実施 508                 508                     パンフレット作成費・講師委託料

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

303046 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 紀美野町 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） なし。

（強化） 定期相談（委託・１名・月２回・３時間/日）を平成２３年４月から実施

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） なし。

（強化） 啓発用パンフレットを全戸（　4200　　部）に配布 　啓発講座の実施（委託1名　年9回実施予定）

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）

（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1        143                  

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        36                    

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 ○ 平成２３年４月から消費生活専門相談員１名（委託）を配置

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 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

-                  千円

相談員総数 1       

20年度差 -                  

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 143                 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 651               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 651                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



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 - 1,058              1,058                  

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）

相談業務委託料

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 専門相談員による相談事業 284                 284                     

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広報、備品（啓発教材）購入 714                 714                     パンフレット作成費、啓発用教材購入費

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、研修受講費

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（担当職員）の研修会への参加支援 60                   60                       

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

303411 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 かつらぎ町 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） なし

（強化） 平成２３年４月から専門相談員（委託）による相談（月２回・１日３時間）の開設

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） 他機関から配布されたパンフレット等を配布。啓発用教材なし

（強化） 町民に消費生活啓発パンフレットの全戸配布。啓発用教材（特定商取引に関する法律の開設：１冊）の整備充実

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） なし

（強化） 研修会参加（１人×２回）

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1        284                  

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        72                    

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 ○ 平成２３年４月から消費生活専門相談員１名を配置（委託）

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 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

-                  千円

相談員総数 1       

20年度差 130               

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 284                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 130               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,058            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 130               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,188              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 560               千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 690                 千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 152                 152                     

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）

相談業務委託料

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 専門相談員の配置 152                 152                     

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）

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

303437 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 九度山町 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） なし。

（強化）
平成２３年４月から専門相談員の配置（月１回・３時間/回）を通じ、解決に高い専門性を要する事案への対応を図ると共に、相談の掘り起こしに努め
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）

（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）

（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1        152                  

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        36                    

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 ○ 平成２３年４月から消費生活専門相談員１名を配置（委託）

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 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

-31               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 152                 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 152               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 31                千円

平成23年度の消費者行政予算 152                 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 266               千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 297                 千円

平成20年度の消費者行政予算 6                    



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 - 224                 224                     

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）

相談業務委託費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 毎月１回相談業務を委託 174                 174                     

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 啓発用パンフレット作成・配布 50                   50                       パンフレット作成費

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）

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

303445 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 高野町 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） なし。

（強化） 平成２３年４月から消費生活専門相談員（１名・月１回・１日３時間）による相談業務を委託。

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） なし。

（強化） 啓発用パンフレットを全戸（2000部）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）

（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        174                  

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        36                    

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 ○ 平成２３年４月から消費生活専門相談員１名を配置（委託）

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 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

-                  千円

相談員総数 1       

20年度差 -                  

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 174                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 224               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                  千円

平成23年度の消費者行政予算 227                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3                    千円

平成20年度の消費者行政予算 3                    



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 - 728                 728                     

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）

相談業務委託料（専門相談員1名・月1回・1日3時間）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門知識を有する相談員の配置 131                 131                     

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 被害防止のための折り込みチラシの配布や講演会の実施 597                 597                     講師謝金・旅費、啓発冊子作成、啓発物資

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

303615 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 湯浅町 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） なし

（強化） 平成23年5月から専門知識を有する相談員を委託により月１回（1日3時間）配置予定。

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） なし。

（強化） 啓発物資配布、全世帯配布用の啓発冊子（５，５００部）作成、老人団体等を対象とする講演会を３回開催予定。

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）

（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1        131                  

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        33                    

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 ○ 平成23年度5月から消費生活専門相談員1名を月1回配置（委託）

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 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

-                  千円

相談員総数 1       

20年度差 -                  

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 131                 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 728               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 728                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



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 - 520                 520                     

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）

月１回委託配置する相談員の委託費（交通費含む）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員による相談業務の実施 142                 142                     

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 パンフレットによる啓発 378                 378                     広報啓発用パンフレット購入費用、郵送料

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

303623 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 広川町 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） なし。

（強化） 平成２３年５月から委託による専門相談員１名を月１回（１日３時間）配置。

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） なし。

（強化） 消費者啓発、消費者相談窓口開設の広報用パンフレットの購入（全戸2,700部配布）

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1        142                  

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        36                    

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 ○ 平成２３年５月から消費生活専門相談員１名（委託）を配置

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 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

-10               千円

相談員総数 1       

20年度差 -5                

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 142                 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 520               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    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 520                 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 60                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 70                   千円

平成20年度の消費者行政予算 5                    



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 - 1,117              1,117                  

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）

相談業務委託料

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 専門相談員による相談業務の実施 129                 129                     

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 啓発講座、広報資料等の作成・配布 938                 938                     啓発講座謝金及び旅費、パンフレット作成費

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）

電話回線設置工事費、電話機購入経費

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） 消費者ホットライン専用電話の設置 50                   50                       

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

303666 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 有田川町 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） なし。

（強化） 専門相談員による相談業務を委託（相談員1名・月1回・1回3時間）。

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） なし。

（強化） 啓発講座（６回）の実施、被害例を周知するため各戸配布用にパンフレット（10,100部）等作成。

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） なし。

（強化） 消費者ホットラインを専用電話に接続する。

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        129                  

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        33                    

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 ○ 平成２３年５月から消費生活専門相談員１名（委託）を配置

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 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

-14               千円

相談員総数 1       

20年度差 36                

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 129                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 36                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,117            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 50                千円

平成23年度の消費者行政予算 1,153              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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 50                   千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-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 消費者啓発講演会の開催 300                 300                     講演会講師の委託料、啓発物資等の購入

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

30383 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 由良町 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） なし。

（強化） 消費者教育・啓発のための講演会開催（月1回・全12回）

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 -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 -                  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 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 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）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 千円

平成20年度の消費者行政予算 2                    



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 - 332                 332                     

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）

相談業務委託料（専門相談員1名・月1回、1回3時間）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員による消費生活相談 157                 157                     

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 町内全戸への啓発パンフレット配布、啓発講座の開催 175                 175                     啓発用パンフレットの購入、講師謝金及び旅費

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）

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

303909 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 印南町 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） なし。

（強化） 専門の消費生活相談員による出張相談会（委託・１名・月１回・1回3時間）

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） なし。

（強化） 悪質被害や多重債務等の未然防止を図るため、高齢者や若者向けの啓発用パンフレット（3,300部）を全戸配布する。啓発講座の開催（3回）

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1        157                  

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        36                    

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 ○ 平成23年4月から消費生活専門相談員を1名（委託）を配置

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 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

-                  千円

相談員総数 1       

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 157                 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 332               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

平成23年度の消費者行政予算 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 40                   千円

平成20年度の消費者行政予算 38                   



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 - 790                 730                     

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）

相談業務委託料

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 専門相談員による消費者相談窓口の充実 120                 60                       

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
消費者向けに啓発講座の開催と啓発用機器の購入・各家庭
に啓発チラシ配布

644                 644                     講師謝金・啓発用チラシ作成費・機材購入費

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）

研修旅費

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） 消費者相談窓口職員の研修会参加支援 26                   26                       

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

303917 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 みなべ町 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） 専門相談員1名による相談を隔月1回実施

（強化） 平成２２年４月から専門相談員による消費者相談窓口の開設を隔月１回から毎月１回に拡大

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） なし

（強化） 消費者向けに啓発講座の開催（３回）　・町内各世帯への啓発チラシ（4700部）の配布　・啓発講座用プロジェクター（１台）の購入　

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） なし

（強化） 消費者相談担当職員の研修会参加（１名1回）

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1        60                    

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        18                    

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

-                  千円

相談員総数 1       

20年度差 -                  

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 60                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 730               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 60                千円

平成23年度の消費者行政予算 790               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 625               千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 685               千円

平成20年度の消費者行政予算 60                   



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 - 478                 478                     

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 被害防止の為の啓発物資の配布及び講演会の開催 478                 478                     講師委託料・啓発物資資料等購入費

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）

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

303925 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 日高川町 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） なし。

（強化） 消費者被害防止の為の啓発パンフレットを作成し全戸（4000部）に配布すると共に、啓発講座を開催（３回）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）

（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 -                  

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 478               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 478                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



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 - 532                 532                     

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 悪質訪問販売お断りステッカー作成・配布 532                 532                     ステッカーの作成経費

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）

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

304018 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 白浜町 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） なし

（強化） 悪質な訪問販売の被害防止のため訪問販売お断りステッカー作成（５５００部）を配布

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 -       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

-7                千円

相談員総数 -       

20年度差 -                  

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 532               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                  千円

平成23年度の消費者行政予算 532                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,000              1,000                  

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 小・中学生を対象にした消費者教育の実施（教材の作成） 200                 200                     消費者啓発教材の作成経費

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）

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） 消費生活相談スペースの拡充 800                 800                     機材、事務用機器の購入

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）

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

304042 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 上富田町 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） なし

（強化） 小・中学生を対象に消費者啓発教材（1,000部）を作成し、各学校で消費者教育の啓発を実施する。

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） なし

（強化）
相談者のプライバシー保護の為、新たな相談スペース設置に伴う事務用機器（プロジェクタ１台・テーブル１台・椅子１０脚・スチール棚２つ・関連書
籍５冊）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）

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 -                  

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 251               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000            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 1,251              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 1,000            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,251              千円

平成20年度の消費者行政予算 251                 



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 - 500                 500                     

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 消費者啓発事業（パンフレットの作成・配布） 500                 500                     啓発用パンフレット作成経費

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）

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

304069 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 すさみ町 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） なし

（強化） 消費者の様々なトラブルの保存版啓発パンフレット（3,000部）を作成し、啓発・未然防止につなげる。

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

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

-11               千円

相談員総数 -       

20年度差 -11               

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11                千円

平成23年度の消費者行政予算 500                 千円

うち基金（交付金相当分）対象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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 11                   千円

平成20年度の消費者行政予算 11                   



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 - 355                 355                     

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 啓発用リーフレット作成　地方新聞掲載 355                 355                     全世帯向け啓発用リーフレットの印刷経費　地方新聞広告掲載料

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

304212 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 那智勝浦町 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） なし

（強化） 消費者ホットラインの周知を主とした啓発用リーフレットを作成し約8,600世帯に全戸配布、地方新聞（１紙　1回）への啓発用広告を掲載

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

-63               千円

相談員総数 -       

20年度差 -34               

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 355               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 63                千円

平成23年度の消費者行政予算 355                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 63                   千円

平成20年度の消費者行政予算 34                   



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 - 100                 100                     

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 消費者被害防止啓発のための回覧板作成 82                   82                       町民向けの回覧板作成経費

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・研修費

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） 職員の研修支援 18                   18                       

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

304221 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 太地町 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） なし。

（強化） 町民向けの啓発用回覧板作成（200部）

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） なし。

（強化） 職員研修参加支援（１名・２回）

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 -                  

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    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 100                 千円

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

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

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    



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 - 121                 121                     

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 啓発講演を開催 121                 121                     講師謝金、教材作成・購入費

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）

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

304247 平成 23 年度都道府県名 和歌山県 市町村名 古座川町 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） なし

（強化） 啓発講演会（4回）開催、講演会用の教材を作成（約200部）・購入（約200部）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）

（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 -                  

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 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 121               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 121                 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 -                  千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                    千円

平成20年度の消費者行政予算 -                    


