
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）

3,282                

13                    

相談員研修参加旅費（４名）

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）

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）

2,445            情報誌作成・配布（年１回）、啓発用自治会回覧板作製

相談業務図書

244                  

580                  

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）

弁護士謝金（追加：月１回・３時間）　司法書士謝金（月２回：3時間）

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 下関市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2,445                

-

事業の概要

自治体コード

5,078            

悪質商法被害防止等の情報誌・啓発用自治会回覧板作製

業務資料の購入

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

13                

高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化するため、弁護士・司法書士による
相談日を設定し、事前予約を受け付ける際に、専門家による相談が必要であると判断
される相談についてのみ専門家相談として受け付ける。相談員が同席することにより、
専門的知識の向上が期待される。

2,124            

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

年度

496               国民生活センター実施の研修に対し、相談員の参加を支援するため旅費を支援

352012

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 法律相談を増やすとともに、司法書士による多重債務相談を行う

（既存）

（強化） 国民生活センター開催の研修に相談員を延べ４回参加できるよう旅費を支援

（強化）

下関市で計上した予算内にて研修に参加（不足の場合は自費参加）

（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

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

事業名

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化） 相談業務に関する参考図書を購入する。

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

なし

（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）
（既存）

（既存）

なし

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

無料法律相談（週一回）

（強化）

悪徳商法被害防止のための情報紙を作成、配布。（１回）啓発用自治会回覧板作製。

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（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

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）

人

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

追加的総費用

（強化）

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

参加者数

研修参加・受入要望

人日年間研修総日数

（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）

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

40              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 千円

平成20年度の消費者行政予算 12,391           

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

11,964        

千円

人

人

研修参加のための旅費を支援

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

平成23年度末予定

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

○

人

4      

4      平成23年度末予定

-427           

4      

千円

千円

千円

平成22年度末

11,924        

16,429           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,505          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

15,246           

3,282          

消費生活相談員の配置

千円

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

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

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

相談員総数

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 35042 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 宇部市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談機能を充実させるため、消費生活関連の専門書を購
入する。さらに、消費者被害防止を目的に、新聞やラジオ
で消費生活センターの宣伝広告を実施し、大型店舗など
でも、消費生活センター周知のためにポケットティッシュを
配布する。また、消費者被害防止のために消費生活セン
ターのパンフレットを作成して、市民に配布する。

1,998            1,998                

消費者六法、消費関連専門書にかかる書籍等購入費。消費生
活センターの周知にかかる新聞広告料、ラジオ広告料及びポ
ケットティッシュ購入にかかる消耗品費、パンフレット作成のため
の印刷製本費。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援のための旅費及び負担金の支援。 333               333                   相談員研修旅費及び研修負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業
高度に専門的な消費生活相談の解決を図るために、相談
員が弁護士の指導・助言を受ける。

126               126                   弁護士への報酬

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者の集会などで、悪質商法被害防止のための紙芝居
を上演する。

                 53                     53 紙芝居作成にかかる必要資材購入経費

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者庁への情報通知を迅速に行うため、ＰＩＯ－ＮＥＴを
相談を受け付けた日に着実に入力できるよう、平成２３年７
月から新たにＰＩＯ－ＮＥＴシステムの入力業務に従事する
者を雇い、週３回、１日につき３時間をＰＩＯ－ＮＥＴ入力の
時間とする。
  また、全国的な相談窓口のネットワークに参加することな
どにより相談件数の増加が見込まれるため、相談機能を強
化する目的で、通常、専門相談員１名が常駐して相談に
従事するところを専門相談員が２名で相談にあたる日を平
成２３年７月から月２回新たに設け、体制を強化する。

2,625            405                   
ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの入力業務に従事する者の人件費及び専
門相談員が２名で相談にあたる日を平成２３年７月から月２回新
たに設けるため、増加分の専門相談員の人件費。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,135            2,915                -



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） なし

（強化）

消費者六法、消費関連専門書を購入することにより、専門知識を高め、消費生活相談の早期解決を図る。
新聞やラジオを通じて消費生活センターの宣伝広告を実施したり、大型店舗などで消費生活センターのポケットティッシュを配布するこ
とにより、消費生活センターの周知を図る。さらに、消費者被害防止のために消費生活センターのパンフレットを作成して、市民に配布
する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 宇部市で計上した予算内にて研修に参加。

（強化） 国民生活センター等の研修に相談員が参加できるよう旅費及び負担金を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 高度に専門的な消費生活相談の解決を図るために、相談員が弁護士の指導・助言を受けることができるよう、弁護士顧問契約をする。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者の集会などで、悪質商法被害防止を目的とした紙芝居を上演するために、紙芝居用の枠を作成する。

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） 専門相談員による消費生活相談を予算内で実施。

（強化）

消費者庁への情報通知を迅速に行うため、ＰＩＯ－ＮＥＴを相談を受け付けた日に着実に入力できるよう、平成２３年７月から新たにＰＩＯ
－ＮＥＴシステムの入力業務に従事する者を雇う。 また、全国的な相談窓口のネットワークに参加することなどにより相談件数の増加が
見込まれるため、相談機能を強化する目的で、通常、専門相談員１名が常駐して相談に従事するところを専門相談員が２名で相談にあ
たる日を平成２３年７月から月２回新たに設け、体制を強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

5      450                

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

5      405                



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 2,409            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,207            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 737             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 2,470          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,476            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,915          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 405               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,561          千円 20年度差 152             千円 前年度差 91              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 -      人

6      人

相談員数 4      

相談員数 2      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 2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン、県その他の消費者団体が主催する研修会への参加支援。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 352039 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 山口市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの広報・周知活動 2,621            2,621                テレビスポットCM、地域情報誌への掲載料、バス車内アナウンス、看板広告

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修旅費支援 473               322                  旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・助言 380               380                  顧問弁護士報酬

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 ・消費生活推進員及びリーダーの育成及び啓発活動
・大学サークルへの啓発活動依頼

1,780            1,511                ・消費生活推進リーダーへの出前講座謝金及び保険料
・パンフレット等の購入、

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を新たに１名配置 2,012            2,012                相談員の報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 庁内窓口担当各課との連絡強化を図る為の研修 32                32                    庁内窓口担当職員研修の講師謝金、図書資料の購入等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,298            6,878                -



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） 市報及び消費生活推進員等による広報・周知活動　

（強化） テレビ・地域情報誌を活用した広報・周知活動　　　　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修参加、２回（担当職員１名、相談員１名）。他の消費者行政担当者等については自費参加

（強化） 県及び国民生活センターが開催する研修会等に、全ての消費者行政担当者が参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・助言

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活推進員等による出前講座の実施

（強化） より専門性を有する消費生活推進リーダーの育成、大学のサークルへの啓発活動（寸劇等）の依頼、地域のまつり等での啓発活動

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） 相談員を２名配置。

（強化） 相談件数の増加に対応するため、また、PIO-NETの導入による事務量の増加のため、新たに相談員を１名配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 庁内連絡会議の開催

（強化） 庁内窓口担当各課との連携強化を図るための研修会開催



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       1,458             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,012             



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 4,314            千円

平成22年度の消費者行政予算 8,937            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,436          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,501          千円

平成23年度の消費者行政予算 11,410           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,878          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,012            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,532          千円 20年度差 218             千円 前年度差 31              千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修会への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 35044 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 萩市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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・相談員の研修への参加の支援 210               210                  旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者セミナー開催、啓発グッズ・パンフレット作成配布 419               419                  講師謝金・旅費、パンフレット・啓発グッズ費用

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 1,416            1,416                新規相談員報酬、既存相談員への報酬増額分

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,045            2,045                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター開催の研修会に参加するための旅費を支援する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 消費者を対象にした啓発のためのセミナーを年1回開催

（強化） 開催回数を増加するとともに、新たに作成したパンフレット・啓発グッズを配布する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員1名

（強化） 消費生活相談員を1名増員し、2名体制とするとともに勤務日数の拡大を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

2       1,344             

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

2       1,416             



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 1,252            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,683            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,451          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 1,232          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,297            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,045          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,416            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,252          千円 20年度差 -                千円 前年度差 20              千円

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

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

平成23年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

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 ○ 勤務日数を1週あたり0.5日増加し、報酬を1万5千円増額する。

②研修参加支援 ○ 相談員が研修に参加するための旅費を支援する。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 352063 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 防府市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考書の購入 50                50                    参考図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・担当職員の研修参加支援 446               446                  旅費・参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 1,902            1,902                消費者啓発用回覧板作成・ＦＭローカル局放送料

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員２名増員 3,550            3,550                報酬・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活無料法律相談 384               384                  弁護士謝礼・交通費

合計 - 6,332            6,332                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談機能を本課に併設

（強化） 執務参考図書を購入し、機能強化

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修に年２回程度参加支援

（強化） 国民生活センター主催の専門研修等への参加支援

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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 消費生活相談員を２名増員し、３名体制とする。

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） なし

（強化） 消費生活無料相談会を月１回程度実施

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）

2       2,790             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       3,550             



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 2,076            千円

平成22年度の消費者行政予算 7,493            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,746          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 3,747          千円

平成23年度の消費者行政予算 8,838            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,332          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）対象の賃料、人件費等 3,550            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,506          千円 20年度差 430             千円 前年度差 -1,241        千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費・負担金の支援

③就労環境の向上 ○ 執務参考書の購入



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

156               相談員の研修への参加支援（2名）

352071

事業経費

相談窓口の環境整備

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

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）

185               

高度に専門的な消費者相談への対応力の強化 120               

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

消費者被害未然防止のため、講演会の開催

事業の概要

自治体コード

895               

415                  啓発パンフレット作成、講演会に伴う経費（講師謝金など）

弁護士への報酬（年6回・2時間）

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 下松市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

100                  

120                  

事務用機器の設置、防長バス車内放送によるセンター周知

旅費

820                  

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）

185                  

434               



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）

（既存）

なし

消費者トラブル被害防止パンフレット作成及び講演会の開催

（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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 相談窓口の環境整備（事務用機器の設置）、防長バス車内放送によるセンター周知

（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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活センター（平成21年4月設置）に伴う事務所の整備

（強化）

（強化） 相談員及び相談担当職員の研修参加旅費の支援

（強化）

相談員1名の県内旅費のみ支援（既存）

（強化） 高度に専門的な消費者相談への対応力を強化するため、弁護士を活用

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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

追加的総費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

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

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

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

平成22年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 820             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

1      相談員総数

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

6,133            

820             

2,865          

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

千円

千円

3,685            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

2,448          

1      

○ 月額136,000円から150,000円に増額

人

相談員数

1      

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

千円

5,313          

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 2,865            千円

千円

2,448          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 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） 179               

年度

609               相談員、相談業務担当行政職員の研修への参加支援

352080

事業経費

相談室の増室（パーテーション設置）、パンフレットスタンド設置

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

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）

563               

解決困難事案・相談事例検討・法的解釈等における弁護士による指導・助言　 66                

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

消費者被害防止のための啓発

事業の概要

自治体コード

2,151            

478                  印刷製本費、配送委託料

弁護士謝金

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 岩国市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

609                  

報酬

66                    

消費相談員の勤務時間の拡大（1名） 256               

弁護士等謝金弁護士等による無料法律相談会

備品購入費

旅費、研修負担金

2,151                

256                  

179                  

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）

563                  

478               



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）

（既存）

なし

緊急性の高い消費生活問題を中心に啓発パンフレットを作成し、市内全戸に班回覧にて配布する。

相談員2名（週24時間勤務・週4日勤務）

（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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（強化）

相談員2名のうち1名の勤務時間を週29時間・週4日勤務に拡充する。

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 消費相談専用相談室1室増室（パーテーション、机、イスの拡充）、消費関連パンフレット用スタンド拡充

（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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

消費相談専用相談室1室（パーテーション形式）

（強化）

（強化） 国民生活センターが実施する関東地区等遠方での研修等に相談員及び担当職員が参加できるよう旅費および研修負担金を支援。

（強化）

広島市で開催される研修への参加支援のみ（既存）

（強化） 相談員・行政職員が弁護士から解決困難事案・相談事例検討・法的解釈等について指導・助言を受け、高度専門的な対応力を強化する。

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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

追加的総費用

260                

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）

自治体参加型

年間研修総日数

（強化）

1       256                

1       

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

なし（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
市内各所で消費生活相談に関する無料法律相談会を開催し、地域における高齢者等への相談環境を整備するとともに、相談員を法律専門家との相談の場に同席させ資質向上を図る。

人

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

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

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

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

平成22年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,185          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

2      

4      相談員総数

2      

2      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

5,062            

2,151          

2,977          

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

千円

千円

4,162            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,118          

4      

○

人

相談員数

2      

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

遠方で開催される研修参加のための旅費を支援

千円

2,911          

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 1,793            千円

千円

-66             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 256               千円

20年度差 前年度差千円 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）

自治体コード 210 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 光市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入 100               38                    相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内、県外での研修参加支援（4名） 153               153                  旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 平成２１年度雇用の相談員を継続雇用 2,364            1,711                嘱託相談員基本給、通勤手当及び社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,617            1,902                -



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） なし。消費生活相談窓口を本課に併設

（強化） 相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） 県や国民生活センターが開催する研修に、相談員や兼務職員が参加できるよう旅費等を支給

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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成２１年度から相談員を雇用（22年度から通勤手当支給、23年度から報酬月額を増額）

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       1,632             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,711             



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 555               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,620            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,153          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）対象外経費 467             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,649            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,902          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,711            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 747             千円 20年度差 192             千円 前年度差 280             千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 有資格相談員の報酬月額137,900円を142,600円に増額

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 ○ 県や国民生活センターが開催する研修に参加するための旅費を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 352110 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 長門市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） レベルアップを図るため国民生活センター等が開催する研修参加 262               149                  担当者が消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発物品購入・配布 944               500                  消費者トラブルから市民を守るための啓発グッズの購入・配布

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者相談窓口強化のための相談員の配置 1,428            1,428                非常勤職員に対する賃金、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,634            2,077                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談業務担当職員の資質向上のため、国民生活センター等の開催する研修会参加のための旅費等支援

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） 市民を消費者被害から守るため、オリジナル啓発グッズの購入・配布をおこない周知を図る

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 新たに消費生活相談員を配置し、多様化する相談業務の充実とＰＩＯ－ＮＥＴへの入力の期間の短縮を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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       1,488             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,428             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 715               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 356             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 359             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,634            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,077          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,428            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 557             千円 20年度差 557             千円 前年度差 198             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 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修会への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

年度

349               消費生活相談員の研修への参加

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

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）

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）

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

啓発パンフレットの作成、印刷、また専門書の購入など

事業の概要

自治体コード

1,984            

227                  

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 柳井市 352128

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

349                  

賃金、共済費消費生活相談員（有資格者）の雇用 1,355            

旅費

パンフレット作成の資材購入費、図書購入費、印刷製本費

1,931                

1,355                

280               

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）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

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）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

消費者教育・啓発のためのパンフレット等を作成し、高齢者・講座受講者へ配布する。消費者向け講座を開催する（公民館講座を年１
０回。また老人大学等の希望に応じても開く。）

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）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

なし

（強化）

国民生活センター等の研修を活用し、多様化・複雑化する消費相談に対応でき能力を養成する。新規配備のＰＩＯ-ＮＥＴを確実に活
用できるようにする。

なし

（既存）

消費生活センターの設置に伴い、消費生活相談員を新規配置。週４日程度勤務予定。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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

1,400             

対象人員数計 追加的総費用

1       

（強化）

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

年間実地研修受入総日数

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）

（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

追加的総業務量（総時間）

1       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1,355             



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

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,984            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 514             千円

人消費生活相談員の配置

-                  

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

平成22年度末

-      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

1      

1      相談員総数

-12             

-      

千円

1,931          

千円

千円

千円

千円平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

-      

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23年度末予定 相談員総数

-                  

千円

○

①報酬の向上

処遇改善の取組

-      

-      平成22年度末

人

人

国民生活センター主催　消費者行政職員研修参加

千円

53              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 65                千円

627               

113             

-60             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 1,355            千円

20年度差 前年度差



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）

30                    

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

需用費30

相談員配置 1,361                

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

1,361            相談員報酬1,361

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 山口県 市町村名 美祢市

事業の概要事業名

23

-

旅費　研修負担金　受験料

-1,901                

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

自治体コード 平成

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） 510                  

年度

30                

510               

352136

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,901            

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考資料購入

相談員研修参加支援

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）



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）

（強化）
③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化） 複雑で広範囲にわたる消費生活相談に対応するための資料購入。

（強化）

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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修などで配布された資料をもとに相談対応。

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）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

相談員養成に必要な研修に積極的に参加。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

予算の許す範囲で参加。（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

行政職員が兼務で相談対応。

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

相談員が相談対応。



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

1,361             

1,251             

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）

人

研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

年間研修総日数

対象人員数計 追加的総費用

1       

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）

人日

1       

実施形態

自治体参加型

参加者数

（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

-221           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 1,361            千円

20年度差260             千円 前年度差

581               

609               千円

④その他

具体的内容

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

相談員養成に必要な研修に積極的に参加支援。

①報酬の向上

1      平成22年度末

人

人

-349           

うち定数外の相談員

処遇改善の取組

平成22年度末

○

平成23年度末予定うち委託等の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

千円481             

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

千円

人

千円

相談員総数

平成23年度末予定

平成23年度末予定

うち定数内の相談員 平成22年度末

相談員数

相談員数

相談員数

-      

平成23年度末予定

消費生活相談員の配置 1      

1,901          

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             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

平成22年度末

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

2,161            

相談員総数

相談員数

相談員数

千円

人

人

人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 352152 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 周南市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの整備と周知 3,793            3,793                バス車内放送・ラジオスポットＣＭ放送(広告料)、相談室の改修等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修への参加支援 984               984                  研修参加支援（旅費、負担金）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等を活用し消費生活相談対応力の強化 252               252                  弁護士、司法書士から助言を受け相談対応力を強化（委託料）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,498            1,498                パンフレットの作成（印刷製本費）、講演会の実施（講師謝金）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名の勤務日数を拡大 940               940                  相談員の勤務日数を拡大（嘱託報酬、社会保険料）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 行政職員を対象とした多重債務者問題対策ネットワーク研修を開催 80                80                    講師謝金

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,547            7,547                -



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） 掲示板の設置、展示パネルの購入、消費生活センター周知のためのバス車内放送等

（強化） ラジオスポットＣＭ放送、相談室の改修（床修繕）等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（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） 県開催研修への参加。国セン研修1名参加。

（強化） 専門相談員及び相談担当職員全員の研修参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士、司法書士等専門知識を有する者を活用し、消費生活相談への対応力を強化。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害未然防止のためのパンフレット作成。講演会の実施。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員3名のうち、1名が17日/月勤務、2名が10日/月勤務。

（強化） 10日/月勤務の相談員2名のうち、1名を17日/月勤務に拡大。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし

（強化） 弁護士等を講師として、行政職員を対象とした多重債務者問題対策ネットワーク研修を開催。



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       626                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       940                



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 4,287            千円

平成22年度の消費者行政予算 8,482            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,126          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,356          千円

平成23年度の消費者行政予算 11,968           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,547          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）対象の賃料、人件費等 940               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,421          千円 20年度差 134             千円 前年度差 65              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 7      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 3      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 4      人

7      人

相談員数 3      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが開催する研修参加のための旅費を支援。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

相談員の賃金等（1名）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費、研修費等164                  

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

相談室整備、執務参考図書購入770                  

400               200                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,890            

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）

252                  

2,332                

啓発物作成及びセミナー開催講師謝礼

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 山口県 市町村名 山陽小野田市

--

平成 23

946                  

法律専門家による専門相談への対応を行い、同時に相
談員も同席し、相談体制の強化を図る

事業の概要

自治体コード

3,832            

増加する消費相談業務等に対応するため、相談体制を
強化する

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

高齢者向けの悪質商法被害防止啓発物の作成及びセミ
ナーの開催

年度

262               相談に従事する職員のレベルアップを目的とした研修会
に参加することにより、より複雑で高度な相談事例に対応

776               消費生活センターを設置するために必要な設備の購入
等を行う

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）

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）

352161

事業経費

法律専門家への派遣依頼等委託料504               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

県開催の研修には旅費の支給なしで参加

（強化）

（強化）

（強化）

なし

事業名

（既存）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（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）
（既存）

（既存）

（強化） 県外等で開催される研修に、相談に従事している職員が参加できるように旅費を支援し、相談員のレベルアップを図る

なし

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化） 消費生活センターを設置による相談件数増加に対応すべく、相談室を整備する。また、執務参考図書を購入し、さまざまな相談事例に応じれるようにする。

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

高齢者向けの悪質商法被害防止のための啓発物を作成。また、啓発セミナー等を開催し、消費者教育を行う

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員を1名新規に配置し、今後増加が見込まれる消費相談業務に対応する

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

1       

946                

2,004             

追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
法律専門家等の協力を得ることにより、専門相談への対応を強化する（月1回、4時間程度）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

人日

実施形態

参加者数

自治体参加型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

（既存）

（強化）

1       

対象人員数計

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

研修参加・受入要望

なし

（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）

年間研修総日数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

243             20年度差千円 前年度差

千円

平成20年度の消費者行政予算 64                千円

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

1,772          千円

今までは県内の旅費、参加費用のかからない研修に限られていたが、必要な研
修に参加するための予算を計上した。

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人 1      

平成22年度末

○

人

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

1,708          

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員総数

1,529          

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      相談員総数

946               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

3,013            

うち基金（交付金相当分）対象経費

4,104            

2,332          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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,484          千円

人消費生活相談員の配置 平成22年度末 1      

平成22年度末

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

相談員数うち定数内の相談員



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353051

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

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

高齢者・婦人・学生を対象とした悪質商法・振込め詐欺・多重債務等の被害防止を目的とした講習会・相談会を開催

事業の概要

自治体コード

120               

120                  講習会・相談会の実施（年１６回程度予定）に係るファイナンシャルプランナー講師料

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 周防大島町

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

-- 120                  

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）

120               



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）

（既存）

高齢者・婦人・学生を対象とした講習会・相談会を年１６回程度開催し、悪質商法・振込め詐欺・多重債務等の被害を防止する。

（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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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

追加的総費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

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

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

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

平成22年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 60              千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

-      相談員総数

平成23年度末予定

平成23年度末予定

272               

120             

92              

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

千円

千円

152               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

100             

-      

人

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

千円

152             

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 52                千円

千円

60              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 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）

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）

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）

40                    

40                    参考図書・資料購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

-

23都道府県名 山口県 市町村名 上関町 平成

事業の概要

自治体コード

40                

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

年度

40                消費生活相談窓口を環境整備し、相談事業を強化する

-

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

353418

事業経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

消費生活関係専門書購入費、備品購入費

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

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）

事業名

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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

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）

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）

（強化）

研修参加・受入要望

人参加者数

（既存）

法人募集型

実施形態

自治体参加型

追加的総費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 千円

20年度差千円23              前年度差

62                

千円

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

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

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末予定

平成23年度末予定人

人 平成23年度末予定

人

千円

千円

22                

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

40              

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

63                

平成23年度末予定

千円

平成22年度末消費生活相談員の配置

1                

人

人

千円

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数

人

平成23年度の消費者行政予算

-      

平成22年度末

人

相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 22              

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 40              

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

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

平成22年度末



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

5                  県実施の研修に対して担当職員の参加旅費

353434

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

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

高齢者等向けの悪質商法被害防止パンフレットの作成

事業の概要

自治体コード

270               

265                  パンフレット作成・折込料

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 田布施町

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

5                      担当者職員研修参加旅費

270                  

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）

265               



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）

（既存）

高齢者等向けの悪質商法被害防止のためのパンフレット作成

（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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 県が開催する研修会に兼務行政職員が参加できるよう10回分の旅費を支給

（強化）

なし（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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

追加的総費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

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

-                  

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

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 -                  

平成22年度末 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

-      

-      

-      相談員総数

-      

-      

-      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

345               

270             

75              

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円

千円

千円

325               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

10              

-      

人

相談員数

-      

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

千円

75              

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 65                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 -                  千円

20年度差 前年度差千円 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）

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）

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）

パンフレット作成

42                    

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

-

23都道府県名 山口県 市町村名 平生町 平成

42                42                    

事業の概要

自治体コード

42                

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

悪質商法被害の防止を中心としたパンフレットを作成

年度

-

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）

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）

353442

事業経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

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）

事業名

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

悪質商法被害の防止を中心としたパンフレットを作成し、町内に配布する

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）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

毎月、町の広報誌で消費者問題の解決法を紹介し、消費者被害防止の啓発に努めている
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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

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）

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）

（強化）

研修参加・受入要望

人参加者数

（既存）

法人募集型

実施形態

自治体参加型

追加的総費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-                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年度差千円42              前年度差

84                

千円

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

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

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末予定

平成23年度末予定人

人 平成23年度末予定

人

千円

千円

42                

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

42              

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

84                

平成23年度末予定

千円

平成22年度末消費生活相談員の配置

-                

人

人

千円

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数

人

平成23年度の消費者行政予算

-      

平成22年度末

人

相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42              

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 42              

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

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

平成22年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

年度

4                  

67                

消費生活相談関連専門書の備え付け

相談担当職員の県外での研修への参加支援(１名)

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

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）

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）

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啓発

事業の概要

自治体コード

121               

50                    

平成 23都道府県名 山口県 市町村名 阿武町 355020

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

67                    旅費

啓発講座資料作成費

121                  

50                

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

4                      専門書(ガイドブック特定商取引法外)購入費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

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）

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

悪質商法被害防止のための啓発講座で使用する資料及び啓発グッズ作成

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）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

なし

（強化）

地方で開催される国民生活センターの研修に参加できるよう旅費支援

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

なし

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化） 消費生活相談窓口に専門書を備え付け、相談業務の機能向上を図る

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（強化）

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

年間実地研修受入総日数

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）

（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

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）



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

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

181               

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 60              千円

人消費生活相談員の配置

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

平成22年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      相談員総数

-                

-      

千円

121             

千円

千円

千円

千円平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

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23年度末予定 相談員総数

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人

人

千円

60              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 60                千円

120               

60              

-                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


