
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 24都道府県名 秋田県 市町村名 秋田市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード

事業の概要

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）

年度052019

事業経費

1,364            1,364                

研修参加旅費、研修費

啓発グッズ、啓発チラシ・リーフレット、フリーペーパー広告

3,961                

2,275                消費生活相談員の増員（平成２１年度～）

322                   

非常勤職員報酬、社会保険料2,275            

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）

3,961            

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

啓発用リーフレット等作成、啓発広告掲載

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

322               相談員等の処理能力向上のための研修参加回数の拡大

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）

（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター主催研修への参加数を拡大し、従事者全員が１回以上受講できるように支援する。

（強化）

国民生活センター主催研修への参加は年２回。

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

（強化）

（強化）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

消費生活相談員４人。

（強化）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

平成２１年度に増員した消費生活相談員１人を引き続き配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

悪質商法防止キャンペーン用啓発グッズ・チラシ・リーフレット作成・配布。フリーペーパー広告掲載。

⑭商品テスト強化事業

出前講座、消費者講座、消費者問題講演会・消費生活展による啓発。広報誌への連載。ホームページでの情報提供。

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

人

法人募集型

実地研修受入人数

（既存）

（強化）

年間実地研修受入総日数

参加者数

年間研修総日数

研修参加・受入要望

人日

（強化）

実施形態

自治体参加型

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1,899              

対象人員数計 追加的総費用

1       2,275              

追加的総業務量（総時間）

1       

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-39             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,275          千円

20年度差 前年度差-233           11,040         

平成20年度の消費者行政予算 11,273         千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

15,001         

3,961          

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,291          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

11,079         

-                

平成23年度の消費者行政予算

平成24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 -                

20,370         

うち基金（交付金相当分）対象外経費

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

国民生活センター主催研修への参加回数を拡大。

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定

○ 委嘱の条件から、年齢の制限を削除（改正前は６０歳未満）。

○

消費生活相談員の配置 平成23年度末

うち定数内の相談員

-      

5      

-      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

5      

相談員数人

人

人

人

相談員数

相談員数

-      

5      

-      

5      人人 相談員総数相談員総数

平成23年度末 相談員数

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23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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務に必要な法令集等の整備 4 4 執務参考資料購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 能代市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052027 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 288               288                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 284 284 研修参加旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県等開催の研修に相談員１名を年５回参加できるよう旅費を支援

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において、相談業務に活用するための執務参考書を購入。

（強化） 引き続き相談業務に活用するための執務参考図書（くらしの豆知識）を購入し、相談窓口の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 36               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,359          千円 20年度差 1,940          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 3,647            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 288             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 3,323          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 287             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,610            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,419            

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談の機能拡充 20                 20                    執務参考図書等購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 横手市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052035 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,860            1,860                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員（平成２２年度～） 1,744            1,744                消費生活相談員人件費（報酬、費用弁償、共済費）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会への参加 96                 96                    研修参加旅費、負担金等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存） 複数日にわたる日程での専門的な研修等への参加機会が少ない

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター基準を満たす相談窓口を開設（平成23年4月）し、相談業務の円滑な遂行のため執務参考図書を購入。

（強化） 相談員の専門性の向上を図るため、相談業務の円滑な遂行のため執務参考図書を購入。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員を1名配置している。

（強化） 平成２２年度に増員した消費生活相談員１名を引き続き配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 複数日にわたる日程での専門的な研修等への参加機会が少ない。

（強化） 専門的な研修会等への参加を支援する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,744              

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       1,715              

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



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

前年度差 -112           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,928          千円 20年度差 -131           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 1,744            千円

平成24年度の消費者行政予算 3,788            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,860          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 2,040          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,842          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,882            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,059            

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 専門的な研修会等への参加旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式　（地方消費者行政活性化交付金相当分）

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能強化のための事務用機器の設置、参考図書の整備 50                 50                    事務用機器・執務参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 大館市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052043 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 講演会開催、グッズ等の作成・配布 385               385                   講演会開催費、グッズ等作成費

合計 - 861               861                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報作成、注意喚起ポスター作成 70                 70                    広報資料、教材作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、行政職員の研修参加 356               356                   旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県等が実施する研修に相談員、行政職員が参加

（強化） 担当者が県内・外の研修により積極的に参加できるよう、旅費の支援

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において、執務参考図書を整備し、相談窓口周知のため窓口明記のポケットティッシュを作成・配布

（強化） 相談窓口機能強化のため、事務用機器を設置し執務参考図書を整備する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者講演会の開催。地区公民館等窓口へポスター等の配布。

（強化） 広報資料の作成。地区公民館等窓口へ配布するポスター等の充実。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 食の安全・安心に関する講演会を開催するとともに、グッズ等を作成・配布。

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

※左表における「交付金相当分」は、地方消費者行政活性化交付金相当分をいい、

　　住民生活に光をそそぐ交付金相当分は含まない。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,700          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,997          千円 20年度差 2,921          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 3,858            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 861             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 1,297          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 646             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,943            千円

平成20年度の消費者行政予算 76                 

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 県補助（光交付金分）により平成23年10月に増員した相談員１名を引き続き配置

②研修参加支援 ○ 県等開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員の情報支援強化 30                 30                    法令集、相談マニュアル

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 男鹿市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052060 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 133               133                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 45                 45                    若者向けパンフレット作成。説明会開催。

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 58                 58                    旅費、宿泊費、日当



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 県及び国民生活センター等が開催する研修に相談員等が参加できるよう、旅費、宿泊費、日当を支援する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において、相談員の情報支援強化のため、情報収集用パソコン、法令集、相談マニュアルを購入し配置

（強化） 相談員の情報支援強化のため、法令集、相談マニュアル配置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 若者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成。説明会を開催（１回）。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -2               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,439          千円 20年度差 32               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 1,572            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 133             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 1,441          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 344             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,785            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,407            

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県等開催の研修に積極的に参加できるよう旅費等を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書の購入 10                 10                    法令集・相談マニュアル等執務参考図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 湯沢市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052078 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,261            1,261                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員1名増員、相談対応時間の拡大（平成21
年度～）

1,069            1,069                消費生活相談員報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法被害未然防止啓発事業 104               104                   コミュニティFMでの悪質商法被害未然防止啓発放送料

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援 78                 78                    
国民生活センター等の研修参加、県生活センターでの実務研
修派遣旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 主に県内で開催される研修に参加している。

（強化） 県生活センター（南部相談室）へ実務研修派遣を行なうとともに専門知識取得に向けた研修参加を支援する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 平成23年４月１日にセンター基準を満たす相談窓口を開設し、相談業務に活用するための執務参考図書を購入した。

（強化） 複雑・多様化する相談へ対応するため執務参考図書を購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１名体制で相談に応じている。

（強化）
平成21年度に１名増員し相談員２名体制、窓口開設時間の拡大（9:00～16:00→8:30～17:00）を引き続き維持し、相談しやすい体制を
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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） コミュニティFMの「市からのお知らせ放送」や、広報紙等での注意喚起啓発記事等の掲載を不定期で実施

（強化）
平成22年度から注意喚起を促す番組をコミュニティFMで放送している。平成23年度からは出張相談会、出前講座の開催、消費生活セ
ンターだよりの広報掲載（毎月１回）を行ない、引き続き消費者教育啓発事業を実施する。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,069              

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       1,320              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 512             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,653          千円 20年度差 565             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 1,069            千円

平成24年度の消費者行政予算 2,914            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,261          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 1,141          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,569          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,710            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,088            

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の専門研修参加支援、県生活センターへの実務研修派遣

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式　（地方消費者行政活性化交付金相当分）

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 鹿角市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052094 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,253            2,162                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置（１名）（平成２１年度～） 1,631            1,631                賃金、社会保険料、雇用保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活に関する出前講座、街頭キャンペーン及び民間
団体と協同で消費生活トラブル防止のためのグッズ等を
作成・配布

391               335                   啓発用資材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員及び職員の研修参加への支援 231               196                   旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活専門相談員養成講座等の研修参加のための旅費支援

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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年度に配置した消費生活相談員を引き続き雇用し、相談体制の強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
住民が消費トラブルに陥ることを防止するため、出前講座、街頭キャンペーン等の消費生活に関する教育・啓発事業を行う。また、民間
団体と協同して消費生活トラブル防止のためのグッズ等を作成・配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,631              

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       1,715              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -171           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 148             千円 20年度差 105             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 1,631            千円

平成24年度の消費者行政予算 2,310            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,162          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 319             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,787          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,106            千円

平成20年度の消費者行政予算 43                 

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活専門相談員養成講座等の研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 由利本荘市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052108 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,789            1,789                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を１名配置（平成２２年度～） 1,638            1,638                賃金、共済費

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 95                 95                    需用費（ポスター作成）

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員、消費行政担当職員の研修参加を支援 56                 56                    旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員、消費行政職員が県等が実施する研修会に参加し資質向上を図るため旅費等を支援する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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（嘱託職員）を１名配置している。

（強化） 相談業務を円滑に実施するため、平成２２年度に増員した消費生活相談員１名を引き続き配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のためポスターを作成し、消費生活相談窓口の周知を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,638              

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       1,392              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,767          千円 20年度差 8                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 1,638            千円

平成24年度の消費者行政予算 3,556            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,789          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 1,766          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,783          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,549            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,759            

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員、消費行政職員が県等が実施する研修会に参加し資質向上を図るため旅費等を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務強化のための事務用機器等の整備 130               130                   執務参考資料等購入、事務用機器購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 潟上市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052116 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 360               360                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修への参加支援 230               230                   旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内の研修に参加できるよう相談員の旅費等を支援している。

（強化） 県内外の研修に参加できるよう旅費等の支援を充実させる。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において消費者行政に関する図書を整備。

（強化） 引き続き、相談業務に必要な図書を整備するとともに事務用機器を講習し、相談業務体制の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 21               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,643          千円 20年度差 840             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 2,003            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 360             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 1,622          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 720             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,342            千円

平成20年度の消費者行政予算 803               

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員を県外の研修参加を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務に必要な専門書籍及び参考資料の購入 5                  5                      執務参考資料購入費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 大仙市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052124 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による無料相談会謝礼 110               110                   法律専門家への報償費

合計 - 502               502                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会開催、街頭啓発等による消費者啓発強化 179               179                   講師謝金、消費者啓発用品の購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修参加への支援 208               208                   研修参加旅費、受講料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外開催の専門研修等についての旅費は無し

（強化） 県内・県外で実施される研修等に積極的に参加し最新情報の入手と情報交換を行うための旅費を支援する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において、消費生活相談に活用する執務参考資料を購入し、相談窓口の強化を図った。

（強化） 消費生活相談の更なる窓口機能強化のため、業務に必要な最新の執務参考資料を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者月間記念講演会並びに街頭啓発の開催に伴う予算措置はしていない。

（強化） 消費者月間中の講演会講師謝礼と街頭啓発の啓発用品を購入、市消費生活推進員を活用し街頭啓発範囲を拡大する。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 無し

（強化） 多重債務以外の相談についても法律専門家と無料相談会(年3回)を開催し、早期解決と相談者のスキルアップを図る。

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -727           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,698          千円 20年度差 4,400          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 5,200            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 502             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 5,425          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 431             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,856            千円

平成20年度の消費者行政予算 298               

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 平成23年度から配置した相談員2名を引き続き雇用 ※県補助（光交付金）1名、市財源（光交付金）1名

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の機能拡充 20                 20                    執務参考資料購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 北秋田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052132 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,640            1,640                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専任の消費生活相談員を配置（平成２１年度～） 1,368            1,368                非常勤職員人件費（報酬・社会保険料等）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル防止のための啓発強化 165               165                   啓発用品の購入・作製・配布費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会への参加支援 87                 87                    旅費、費用弁償、受講料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員のより高度な資質向上を目的に、研修参加のための旅費等を支援する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度においては、必要な執務参考図書を整備した。

（強化） 法改正への対応や新たな事例を把握するため、執務参考資料を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専任の消費生活相談員はおらず、行政職員が他の業務と兼務して相談対応していた。

（強化） 平成２１年度に配置した消費生活専任相談員を引き続き雇用し、相談体制の充実・強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座の充実を図り、新たな被害発生防止のための啓発活動を行う。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,368              

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       1,612              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

※左表における「交付金相当分」は、地方消費者行政活性化交付金相当分をいい、

　　住民生活に光をそそぐ交付金相当分は含まない。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 25               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 222             千円 20年度差 184             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 1,368            千円

平成24年度の消費者行政予算 1,862            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,640          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 197             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,550          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,747            千円

平成20年度の消費者行政予算 38                 

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会等への参加旅費を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務に必要な法令集等の整備 40                 40                    執務参考資料購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 にかほ市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 052141 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 364               364                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 教材・啓発資料の作成・配布、市民向け啓発講座の開催 232               232                   啓発チラシ・資料印刷製本費、講師謝礼・旅費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員向け研修会への参加 92                 92                    研修参加旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新規採用予定の相談員並びに担当職員の資質向上と情報収集に必要な研修参加旅費を支援する

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２３年度において、相談窓口機能の充実を図るため、相談・啓発教材用ラック、啓発用パソコン、相談・啓発に活用する書籍を整備

（強化） 引き続き、相談業務に活用するため執務参考図書等を購入し、相談窓口の対応強化を図る

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 振り込め詐欺被害防止のための啓発用シール等を作成。

（強化） 引き続き、消費者行政に関するチラシ等の配布による啓発活動並びに市民向け消費生活講座の開設により意識の向上を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

※左表における「交付金相当分」は、地方消費者行政活性化交付金相当分をいい、

　　住民生活に光をそそぐ交付金相当分は含まない。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 975             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,175          千円 20年度差 999             千円

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

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

平成24年度の消費者行政予算 1,539            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 364             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 200             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 700             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 900               千円

平成20年度の消費者行政予算 176               

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 県補助（光交付金分）により平成24年４月から消費生活相談員１名を新たに配置

②研修参加支援 ○ 県等で開催する研修会への参加により資質の向上と情報収集を図る

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式　（地方消費者行政活性化交付金相当分）

０．基本データ

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

年度

158                

118                

相談窓口の周知

職員の県内・県外での研修への参加支援

052159

事業経費

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）

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）

事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

平成 24都道府県名 秋田県 市町村名 仙北市 自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

旅費、受講料118                   

印刷製本費158                   

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）

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

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）

高齢者の消費者被害の未然防止

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

174                   冊子購入費174                

174                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-- 624                

高齢者の消費者被害の防止及び見守り活動の充実・強化

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

啓発資料（カレンダー等）購入費

624                   

174                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

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）

（強化）
③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

平成２３年度において、相談者のプライバシーに配慮するため、新たに相談室を整備。

（既存）

（強化） さらなる窓口周知のため、クリアホルダー等を作成。

（強化） 国民生活センターや県開催の研修、あるいは他県開催の研修など、幅広く参加できるように旅費等を支援。

（強化）

なし（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

なし

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

高齢者の消費者被害の未然防止のための啓発資料（カレンダー等）を購入し、民生委員等と連携して配布、啓発し相談窓口への誘導を

なし

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
高齢者の消費者被害の防止、見守り活動を充実・強化するため冊子等を購入。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

研修参加・受入要望

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

実施形態

参加者数

法人募集型

実地研修受入人数

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

対象人員数

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

※左表における「交付金相当分」は、地方消費者行政活性化交付金相当分をいい、

　　住民生活に光をそそぐ交付金相当分は含まない。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

平成23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

1      人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

千円

千円

千円

千円

人1      

千円

相談員総数

人

1,445             

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算

平成24年度末予定

平成24年度末予定

1,350          

171             

1      

1      

95              

795                

624             

千円平成24年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

相談員数

-                   千円

平成23年度の消費者行政予算

76              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171             千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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23年度末 人

人

相談員数

相談員数

-      

-      

-      

-      

平成24年度末予定

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人 平成24年度末予定

①報酬の向上

具体的内容

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　（地方消費者行政活性化交付金相当分）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 小坂町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 053031 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
食の安全・安心に関する冊子の全戸配布等により、食の
安全に関する基礎知識を周知し、食の安全に対する関
心を高める。

529              529                  冊子等作成費

合計 - 529              529                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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） なし

（強化） 食の安全・安心に関する冊子の全戸配布等により、食の安全に関する基礎知識を周知し、食の安全に対する関心を高める。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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

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）

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

人 千円

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

※左表における「交付金相当分」は、地方消費者行政活性化交付金相当分をいい、

　　住民生活に光をそそぐ交付金相当分は含まない。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

相談員数 -      人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

前年度差 66              千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 66              千円 20年度差 66              千円

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

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

平成24年度の消費者行政予算 595            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 529            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 107            千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 107            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 秋田県 市町村名 井川町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 053660 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者の放射性物質に対する正しい知識習得のための啓発 125               120                   パンフレット作成費、専門図書購入費

合計 - 125               120                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 放射性物質に関する情報提供等について、消費者行政としては実施していない。

（強化） 放射性物質に対する正しい知識と理解が得られるよう、適切な情報提供のためのパンフレットを全戸配布し、専門知識習得のための図書を購入

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 3                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円 20年度差 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 125               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             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                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 952               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数


