
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）

120 相談員研修講師謝礼等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 100

相談員研修の開催

研修等への参加支援

困難事例に関して、専門家を活用しての事例検討

都道府県名 千葉県 市町村名 千葉市

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要

消費生活相談窓口の周知、相談支援資料の整備、
消費生活相談電子メール受付ポータルサイト構築事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

50 研修参加旅費、受講料負担金

7,064             

0

7

相談用専門図書の購入、公共交通機関（バス、モノレール）を活
用した広報、地域情報誌への掲載、施設案内リーフレット製作、
消費生活相談電子メール受付ポータルサイト構築事業

24 年度121002

6,339                 

対象経費事業経費

60

平成

弁護士会への手数料

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

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） 多重債務者特別相談の拡充

9,815 啓発資料及びグッズの製作、ＦＭ放送・フルカラービジョンによる
啓発

7,726

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）

100

181724

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

弁護士への謝礼等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

困難事例に関して、専門家を活用しての事例検討

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関する啓発

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育支援と啓発の強化

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

125

-- 14,31317,998

60

0

弁護士会への手数料



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）

（既存）

（強化） 消費生活相談アドバイザーとして弁護士に助言を年間を通じて依頼

相談支援機器等の整備、窓口周知のための案内看板の製作、設置、公共交通機関を活用した広報、地域情報誌への広告掲載

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）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

相談支援のための専門図書の整備、公共交通機関（バス、モノレール）を活用した広告、地域情報誌への広告掲載、施設案内リーフレッ
トの製作、
消費生活相談電子メール受付ポータルサイト構築事業

国、県等開催の研修参加旅費・負担金を延べ6人支援

事業名

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
なし

国民生活センター主催の研修参加旅費・負担金支援により延べ7人に拡充

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

啓発資料、グッズの製作、ＦＭ放送（32回の増）、フルカラービジョン」（240日の増）を使用した啓発

啓発冊子等の作成、図書等の購入、ＦＭ放送（12回）、フルカラービジョン（30日）等を使用した啓発

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

弁護士による多重債務者特別相談を年18回（毎月1回＋隔月1回追加）実施

（既存）

（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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）

弁護士による多重債務者特別相談を年24回（毎月2回）実施



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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

研修参加・受入要望

人日

人

実施形態

-      

人

人日

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 -      

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

追加的総費用対象人員数計

（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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 131,623       千円 30,340         千円20年度差 21,983         千円 前年度差

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 145,936         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,313         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 101,283       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 18,090         千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 119,373         千円

平成20年度の消費者行政予算 109,640         

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 7      8      

人

人 平成24年度末予定 相談員数

人

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 相談員数

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 7      人 平成24年度末予定 相談員総数 8      

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 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

①報酬の向上

③就労環境の向上

④その他

○

具体的内容処遇改善の取組

国、県等が開催する研修参加のための旅費の支援及びセンター内における研修の実施②研修参加支援



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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の周知、消費者教育の充実 610              610                  

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

掲示板、事務用機器等購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 市町村名 銚子市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 122025 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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 介護従事者等対象悪質商法対策研修会の開催 83                83                    

合計 - 1,510            1,470                -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

研修会講師謝金等

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）

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強化・周知 727              727                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金、啓発物資等購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 90                50                    旅費、研修費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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） 研修会は１人年２回まで、宿泊研修は、隔年で３人のうち１人のみ１回参加可能。

（強化） 研修回数を１人年３回へ増。　新規採用相談員については、更に研修機会を増やす。　

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）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化） 消費生活センターの掲示板作成、プロジェクター等事務用機器の購入。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 介護従事者等を対象に悪質商法対策研修会を開催。行政と地域との連携強化を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化） 消費者被害の未然防止のため、講演会を開催。相談窓口周知及び消費者被害防止用啓発物資等購入。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人

人日

人

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

参加者数

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）

実施形態 研修参加・受入要望

（強化）

（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
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

635             千円 20年度差 -286           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,534          

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,470          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 2,899          千円

平成24年度の消費者行政予算 5,004            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,500          千円

3,820            千円

平成23年度の消費者行政予算 5,399            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 ○ 国・県、各種団体が開催する研修会参加のための旅費と研修費を支援。

③就労環境の向上

人

3      人

平成24年度末予定 相談員数

相談員数

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

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人 平成24年度末予定

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 相談員数

3      人平成23年度末 相談員総数 3      

人 平成24年度末予定 人

人 平成24年度末予定 相談員総数消費生活相談員の配置



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

変更後計画

都道府県名 千葉県 市町村名 木更津市 自治体コード 122068 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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

FAX購入費、図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） ・相談環境整備のためのFAX設置、専門図書購入 59                 59                    

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） ・相談員等研修参加支援 68                 68                    研修旅費

事例研究会弁護士報酬

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 ・専門的な相談に対応するため、弁護士研究会の実施。 240               240                   

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）

印刷費、新聞折込手数料、広告料、啓発資材及び器材購入
費、セミナー講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
・啓発資料及び教材の作成、新聞折込、消費者教育支
援のための啓発器材の購入、高齢者ための啓発資材
購入、消費者啓発セミナーの実施。

2,711            2,711                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 ・相談日数の拡大、社会保障の整備。 3,502            3,490                相談員報酬・交通費、相談員社会保険加入

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

弁護士報酬、新聞広告料

合計 - 6,715            6,703                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） ・消費者問題弁護士相談会の実施 135               135                   



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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし
（強化） 相談環境整備のため、FAXの設置、専門図書購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） ・専門的な相談については、県センターへ問合せの上対応。

（強化） ・専門的な相談に対応するため、弁護士との事例研究会を定期的に実施。

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） ・国民生活センターで実施する研修参加　交代で１名

（強化） ・国民生活センターで実施する研修参加　６名に拡充＝拡充分５名

（既存）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
・「くらしの豆知識」のみ名入れ印刷。
・消費生活講座を無料の講師などで対応。

（強化）

・広報特集号の印刷及び新聞折込。
・センター周知のための啓発資材を高齢者教室で配布。
・小中学生向け及び高齢者向け消費者教育教材を作成し、出前講座で活用。
・中高校生から一般向けの消費者教育冊子を作成・配付及び出前講座で活用。
・消費者教育のための器材を購入し、出前講座で活用。
・専門講師による消費者啓発セミナーの実施。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） ・相談日数の拡大、社会保障の整備。



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）
（既存） なし

（強化） ・消費者問題弁護士相談会の実施。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,793              

2       3,502              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成23年度の消費者行政予算 10,498           千円

平成20年度の消費者行政予算 3,597            

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,099          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,399          千円

平成24年度の消費者行政予算 10,471           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,016          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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,502            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,455          千円 20年度差 -142           千円 56               千円

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人 平成24年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 4      

人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数

相談員数

人 4      人

4      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 4      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数平成24年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターで実施する研修及びその他の研修に対する旅費の支援

③就労環境の向上 ○ 社会保障の整備



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）

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）

事業経費

都道府県名 千葉県 市町村名 松戸市

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要

消費生活センターのレイアウト変更

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,141             

平成 24

備品購入

年度122067

1,141                 

対象経費

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

2,080 1,603

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

ブックレットの購入

若者受けパンフレットの購入、消費者教育用ビデオの購入

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

流通食品放射性物質測定業務

食品表示に関する広報啓発事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 若者向け広報啓発事業の拡充、消費者教育用ビデオ購
入

3,221

332⑫食品表示・安全機能強化事業

8,99722,728

4,417

2,700相談員勤務日数の増 14,758

--

放射能測定機器の購入

332

月額報酬の引上げ、社会保険事業者負担分



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

相談スペースと情報提供スペースの分離、電話機等備品の購入

電子複写機、ポータブルワイヤレスアンプ、プロジェクター台等備品の購入

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）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） （食品表示）広報啓発用パンフレットを配布

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

若者編に中学生向けを追加する。高校生向けパンフレットの変更。啓発用クリアファイル作成・配布。消費者教育用ビデオ（DVD版）の購入

（強化）

流通食品放射性物質測定の実施（強化）

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

（強化）

（強化）

高齢者編・若者編（高校生）・総集編を配布

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

なし

（強化）

相談員の年間勤務日数１６７日

相談員の年間勤務日数を１８２日に増やし、それに伴い社会保険に加入する



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）

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

法人募集型

105                 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

人日

6      

-      

年間研修総日数 -      

人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

-      

人

人日

人

人 千円

追加的総費用

6      2,700              

対象人員数計

（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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,086         千円 -136            千円20年度差 -860            千円 前年度差

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 2,700             千円

平成24年度の消費者行政予算 26,083           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,997           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,222         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,264           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 23,486           千円

平成20年度の消費者行政予算 17,946           

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 6      6      

人

人 平成24年度末予定 相談員数

人

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 相談員数

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 6      人 平成24年度末予定 相談員総数 6      

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 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

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

処遇改善の取組



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）

変更後計画

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度120084都道府県名 千葉県 市町村名 野田市

対象経費

平成 24

基金（交付金相当
分）対象経費

事業の概要

自治体コード

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業経費

74                    

11                    

63                    啓発物資購入

弁護士報酬

--

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）

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）

90                 

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

センター案内パネル、出前講座案内パネル作成

132               

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

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

弁護士への相談体制 42                 

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

（既存）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（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）

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）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

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
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
相談員が弁護士に直接相談できる体制を創設。

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化）

なし

新たにセンター案内、出前講座案内パネルを購入。

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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）

実地研修受入人数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

人

研修参加・受入要望

参加者数

人日

（強化）

（強化）

年間実地研修受入総日数

法人募集型

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）

実施形態

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

追加的総業務量（総時間）

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）

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

前年度差千円 21               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

千円

千円

千円

千円

4,657          

千円

千円 195             20年度差

4,462            千円平成20年度の消費者行政予算

平成23年度の消費者行政予算

4,731            平成24年度の消費者行政予算

千円5,267            

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

4,636          うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費 631             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

74               

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

平成23年度末

人

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成24年度末予定

平成24年度末予定

3      相談員総数 4      

相談員数人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員総数

4      

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数 3      

人人

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

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）

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） 消費生活相談の研修参加を図ることにより、相談業務の充実を図る 74                 38                     千葉県消費者センターへの研修旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 増加する相談件数に対応するため整備拡充を図る 16                 16                     

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

書類整理用ファイルワゴン代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 千葉県 市町村名 茂原市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 122106 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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 4,659             3,187                 -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 架空請求パンフレット等を配布し、啓発活動を行う 992                827                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談日数、相談時間を増やすことにより相談体制の充実を図る 3,577             2,306                 相談員の増、相談員の日数増加、時間延長及び日給制から月給制に変更

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者被害防止のための啓発物資及びリーフレット等の印刷代

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 年間4回程度の研修への参加

（強化） 相談員の研修参加を20回程度参加を図ることにより専門知識の向上、相談業務の充実を図る

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 机上で資料を置き電話対応

（強化） 相談件数増加のため、移動式ファイルワゴンをフロアーに置き、迅速な電話対応を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

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）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１人で相談業務を行っている

（強化） 今いる相談員の相談日数、相談時間、給与体系を変更するとともに、もう２人相談員を採用し、相談体制の充実を図る

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 1年１回程度の啓発活動を行っている

（強化） 年間、数回にわたり啓発活動、相談窓口の周知活動等を行う

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）



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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       2,430              

対象人員数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       2,306              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人相談員総数

千円 120             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

20年度差1,472          

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

391             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,306             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 4,659             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,187          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 1,352          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,497          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,849             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,081             

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24年度末予定

④その他 ○ 社会保険に加入する

②研修参加支援 ○ 相談員の専門的知識向上を図るため、研修参加の機会を多くする

③就労環境の向上

3      

相談員数 人

①報酬の向上 ○ 日額報酬から月額給料制に変更した

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

人

人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定 相談員数人 3      

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 千葉県 平成成田市 自治体コード 122114

変更後計画

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

市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修等への参加支援（５名分） 50                 23                    旅費、受講料

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

悪質商法被害防止の啓発 4,354            

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）

悪質商法など消費者被害に関する啓発物資（消耗品）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 4,354                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員を１名増員 1,308            1,308                報酬1名分

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 5,712            5,685                -

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）

（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）

（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）

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）

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） 国民生活センター主催の専門・事例講座（3日間）の研修会に1人1回参加

（強化） 国民生活センター主催の研修会（2日間）に参加および増員した消費生活相談員に対して研修会等に参加するため、旅費・受講料を支援

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 高齢者向けおよび一般向けの小冊子を購入

（強化） 一般向け悪質商法防止のための小冊子などの啓発物資を増刷して購入

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 4名の消費生活相談員で消費生活センター業務を担当。

（強化） 平成21年4月1日より消費生活相談員を１名増員。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

（既存）

（強化）

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）

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

法人募集型

実地研修受入人数

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

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       864                

対象人員数計 追加的総費用

1       1,308              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 9,531            

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

15,500           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,127          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,373          千円

平成24年度の消費者行政予算 15,269           千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,308            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,685          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 -

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,584          前年度差 211             千円 20年度差 53               千円

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

5      5      人人 平成24年度末予定 相談員総数消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数

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 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 5      人 平成24年度末予定 相談員数

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

処遇改善の取組 具体的内容

人 人

5      人

平成24年度末予定 相談員数

④その他 ○ 消費生活相談員を4名から5名に増員

②研修参加支援 ○ 国センの2日間研修会参加分旅費等

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）

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）

事業の概要 事業経費

消費生活センターの周知、備品整備による体制強化 1,034            

年度

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費

自治体コード都道府県名 千葉県 市町村名 旭市 平成 24122157

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

828                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

センター周知用啓発品、図書購入、相談室用備品

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

240               

6,055            

360               

3,609            

⑫食品表示・安全機能強化事業

弁護士による相談員・担当職員の研修会開催

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

合計

啓発冊子等の配布

相談員増員に係る経費、報酬引上げ(H22～）

相談員・担当職員の研修参加

360                   

758                   

講師謝礼

啓発冊子等の印刷代

-

旅費

-

報酬、費用弁償

139                   

812               

4,860                

2,775                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

相談員１名の研修旅費・担当職員の国民生活センターの研修参加（年１回）（既存）

増員した相談員3名分の研修旅費を増額（3名で21回増）・担当職員の国民生活センターの研修旅費を増額（年2回）
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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

なし

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

（既存）

消費生活センター周知の強化、備品整備、参考図書購入による機能強化

（強化）

消費生活センター周知のための啓発、備品購入、相談実務図書購入

（強化）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

相談員１名、1人体制

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

啓発リーフレット等の配布

（強化） 相談員を増員し4名とし、複数体制での相談日を増加する。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

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）

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） 弁護士による相談員・担当職員の研修会開催（年12回）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化） 従来の啓発に加え、新たに成人式で配布する啓発冊子、小中高生向けリーフレット等を印刷

（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）

（強化）

年間実地研修受入総日数

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

人

年間研修総日数

研修参加・受入要望

人日

（既存）

参加者数

（強化）

実地研修受入人数

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

法人募集型

実施形態

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

1,698              

4       

3       

2,775              

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2,767            

8,164            

4,860          

3,304          

2,315          

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度の消費者行政予算 1,533            千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

9,186            

千円

6,871          

989             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

1,771          

千円

平成23年度の消費者行政予算

千円

20年度差 前年度差千円 千円

市町村の消費 活相談員の配置 て

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成23年度末

相談員数

平成23年度末

相談員数

3      

3      

うち定数内の相談員 平成23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

相談員総数消費生活相談員の配置 4      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数 4      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定人

○

人

人

①報酬の向上

平成23年度末

人

相談員数

研修参加旅費の増額

処遇改善の取組

人

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

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消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

法律関係解説書籍等を購入し、相談業務の強化を図る 40                     

研修に参加するための旅費および負担金

事業名

書籍購入費及び追録代等

①消費生活センター機能強化事業（新設）

24都道府県名 千葉県 市町村名 習志野市 自治体コード 平成

基金（交付金相当
分）対象経費

40                 

40

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）

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）

年度

40相談員の研修参加を支援する

122165

事業経費 対象経費事業の概要

犯罪の手口や被害を未然に防ぐ方法を周知する自治会回覧板
を作成し消費者啓発を行う経費。市内循環バスに消費生活セン
ターの相談業務の広告を年間を通して掲示しＰＲする広告料。啓
発の為のリーフレット等作成費用。食の安心・安全を確保を目的
とした、消費者団体と共催で行う消費生活講座の開催費用、講
師謝礼、講師交通費

講師謝礼

食品等に含まれる放射性物質検査に必要な経費、外部の専門
家に検査を委託する委託料、

1,500             

研修に参加するための旅費および負担金

2,119                

合計 3,812                -

1,500                
食の安心安全を確保するため、持ち込まれた食品等に含
まれる放射性物を検査し検査結果を公表する

弁護士等の専門的知識を有する者を活用し相談員の相談
業務の対応力の強化を図る

113               

3,812             

40                   

113                   

消費者被害の防止や消費者問題についての啓発事業を
行う

-

2,119             

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

40                相談員の研修参加を支援する



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

なし

（強化） 弁護士等の専門的知識を有する者を招き相談事例に係る対応についての指導を受ける機会を設け相談能力のアップを図る

なし

（既存）

相談業務の安全性を考慮し携帯非常ベルを設置、相談環境を整備する。執務参考資料を購入し相談機能を強化する。

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（強化）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

高度化複雑化する消費生活相談業務に対応する為、法律関係書籍を購入し相談機能の強化を図る。

（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）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

多くの専門的な研修を相談員が受けることで高い知識を習得し相談業務のレベルアップを図る。

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） 弁護士等の専門的知識を有する者を招き相談事例に係る対応についての指導を受ける機会を設け相談能力のアップを図る。

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業

悪質商法等の小冊子を購入し、出前講座等での配布や市内施設等の窓口に設置し、消費者被害防止のために活用する。

食の安心・安全の確保を目的として、持ち込まれる食品等に含まれる放射性物質を検査し、検査結果を公表、放射能への不安を払拭する

（既存）

犯罪の手口や被害を未然に防ぐ方法などを周知する回覧板を作成し自治会の回覧を通し消費者啓発を行う。多くの市民が利用する市
内循環バスに消費生活センターの相談窓口をＰＲする広告を年間を通して掲示する。消費者啓発の為のリーフレットを作成する。食の安
心・安全の確保を目的とする消費生活講座を消費者団体と共催で開催する他、消費者団体が行う様々な消費者問題への取り組みを市
が支援する。

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人

人参加者数

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）

実施形態

年間研修総日数

（既存）

人日

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

人日

研修参加・受入要望

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

（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

追加的総業務量（総時間）

追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

千円

千円

7,601             

5,707           

千円

20年度差 前年度差5,858           12,235         

平成20年度の消費者行政予算 6,377             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

3

千円

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）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

平成23年度の消費者行政予算

千円

千円

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数相談員総数 4平成24年度末予定平成23年度末消費生活相談員の配置 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

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

16,047           

3,812           

千円6,528           

千円

千円

1,073           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

前年同様に相談室等の環境整備を行う。

④その他 ○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

２４年度より相談員を１名増員、４人とした。

前年同様に研修参加支援を行い専門的知識を有する者との勉強会を開催する

処遇改善の取組

○

相談員数

○ 時給の引き上げ社会保険の加入等について人事担当部局と協議しながら改善を図る

○

①報酬の向上

平成24年度末予定

3    

平成24年度末予定 人

人相談員総数相談員総数 4     平成24年度末予定平成23年度末

うち定数内の相談員

人

人

相談員数

相談員数 4      

平成24年度末予定

人

消費生活相談員の配置

人

平成23年度末

人

3      

人

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

平成23年度末 相談員数



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）

報償費

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）

180 180

13

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 千葉県 市町村名 流山市

事業経費事業の概要

窓口周知用資材・備品

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士を講師にした相談員の勉強会

相談員研修受講 13 旅費

399               

平成 24

窓口周知の啓発資材、備品購入

年度122203

399                   

対象経費

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

印刷費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者講座事業の充実 1,117 1,117

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

相談員1名増員、報酬引き上げ

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,3303,330

5,8855,885

消費者の持ち込んだ食品の放射性物質検査

- 10,92410,924

放射性物質分析器の購入

報酬・社会保険料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）
なし

（強化） 相談員研修7名分

事業名

（強化）

窓口周知用資材・相談関連図書・備品

弁護士を講師にした勉強会

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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

（既存）

相談員研修2名分

窓口周知用資材・備品

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）

悪質商法撃退カレンダー・センター啓発回覧板・高齢者被害防止・悪質商法リーフレット等作成

（既存）

（強化）

（既存） なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者の持ち込んだ食品の放射性物質検査のための機器購入（強化）

（強化）

（強化）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

（強化）

なし

相談員5名雇用3人体制

相談員1名増員、5名中3名の勤務日を増やす、報酬額を上げる



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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

法人募集型

1,728              6      

-      

年間研修総日数 -      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

人日

人

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

-      

人

人日

人

人 千円

追加的総費用

6      5,885              

対象人員数計

（報酬引上げ）

5      



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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,671           千円 1,315           千円20年度差 951             千円 前年度差

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 5,885             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,356           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,629           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 16,985           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,720             

平成24年度の消費者行政予算 19,595           

相談員数 6      人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 7      人 平成24年度末予定

人

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 相談員数 人

相談員総数 6      消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 7      人 平成24年度末予定

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,924         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

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 相談員数

○ 25％増①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

○

具体的内容処遇改善の取組

相談員全員の国民生活センター研修及び専門研修参加



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 24

備品購入費、　消耗品費（①パンフレットスタンド　②電話機及び
電話台　③窓口相談対応書籍

年度122211

578                   578               

事業の概要

消費生活センターの一層の機能強化を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

都道府県名 千葉県 市町村名 八千代市

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業経費

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）

727 -727

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

消耗品費（中学生・高校生向けパンフレット）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための広報強化 149 149

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）

（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

（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）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

なし

①広域的なパンフレット等を展示することで、被害の未然防止の一環とする。　②電話での相談業務を推進していくため音声機能付電話
機等を設置　　③相談業務を推進するための執務参考資料（書籍）購入

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（強化）

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）

（強化）

消費者被害の未然防止（若年層）のためのパンフレット購入。

（強化）

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

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

追加的総業務量（総時間）

-      

― ―

人

実施形態

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

法人募集型

人

人日

-      

人日

研修参加・受入要望

自治体参加型

年間研修総日数 -      

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

（報酬引上げ）

―

追加的総費用

― ―

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

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数

平成23年度の消費者行政予算 6,270             

うち基金（交付金相当分）対象経費

4      

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

4      

人

人 平成24年度末予定 人

相談員数

相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成24年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費

相談員数 4      

千円

5,666           千円

平成24年度の消費者行政予算 6,402             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,558             千円

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 4      

うち基金（交付金相当分）対象経費 604             千円

727             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,675           千円 9                 千円20年度差 117             千円 前年度差

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

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成24年度末予定 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



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）

60                    弁護士謝金60                 

事業名

都道府県名 千葉県 市町村名 我孫子市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

弁護士を交えての事例検討会の実施

平成 24

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 年度

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）

12222

事業経費事業の概要

10,577               23,873           

国民生活センター・県・民間団体等で開催する研修会参加

弁護 謝金

相談員の勤務時間拡大と社会保険加入

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

4,500                市内消費者の食品等の放射性物質検査業務委託費

-

6,575            

-

相談員の勤務時間拡大と増員 16,458           

市民が持ち込む食品等の放射性物質検査

弁護 を交え 事例検討会 実施

617               講師謝金・教材・開場使用料

163               

5,797                

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

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）

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）

176                   

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

研修機会の増加 44                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（強化） 国民生活センター・県・民間団体で開催する研修会・講演会に参加

（既存）

（強化）

（強化）

弁護士との勉強会

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

国民生活センターの研修に参加

なし

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）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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

（強化）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

専門機関の講師による講座の開催、啓発用パンフレット等の購入

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑭商品テスト強化事業
市民が持ち込む食品等の放射性物質検査委託

（既存）

相談員によるミニ講座

なし

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

相談員の勤務時間拡大と社会保険加入

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）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

法人募集型

自治体参加型

研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人日

（強化）

参加者数

年間研修総日数

（既存）

人日

（強化）

実施形態

人

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       

4       

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

追加的総業務量（総時間）

1,617              

5,797              

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

20年度差 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算

千円

千円9,821          

千円

千円

10,577         

9,725          前年度差

平成20年度の消費者行政予算 9,537            

千円

千円

10,009         19,546         千円

千円

千円

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

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

18,785           

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,964          千円

5,797            

30,123           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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

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

○

②研修参加支援

③就労環境の向上

具体的内容

④その他 勤務時間の拡大と社会保険加入

研修会等の参加回数の増加

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人

相談員数

○

○ 相談員１名の時間単価増額

5      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

4      相談員総数

人

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

4      

平成24年度末予定

相談員総数 人人 平成24年度末予定5      

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

平成23年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 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）

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード 平成 24

執務参考資料・図書購入費

年度122246

8                       

対象経費

134               研修負担金、旅費

86                 執務参考資料・図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

都道府県名 千葉県 市町村名 鎌ケ谷市

事業経費事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

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）

32                     

相談員報酬、非常勤職員賃金・交通費・雇用保険料

食品等放射性物質検査機器点検、検査用消耗品購入費用

-- 3,3263,620

285               

2,349                 相談員報酬・非常勤職員賃金

285                   

2,349             

⑫食品表示・安全機能強化事業

検査機器点検、消耗品購入等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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 教育・啓発用冊子購入、放射性物質用冊子購入 766               652                   

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）

啓発用ビデオ、ＤＶＤ，パンフレット等購入費、放射性物質に係
る冊子購入 講演会開催



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

消費生活センターに係る執務参考資料の購入

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

なし

（既存）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談員の消費者行政に係る研修会参加費用

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）

なし

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（強化）

（既存）

なし（既存）

相談窓口を週２日開設

相談窓口を週５日開催

（既存）

食品等放射性物質検査機器点検、検査用消耗品購入費用、食品等放射性物質検査ﾓﾃﾞﾙ事業精密検査（母乳）（強化）

（強化）

（既存）

（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（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）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

教育・啓発用ビデオ、チラシ、パンフレット購入、講演会に係る啓発用物資・経費等。放射性物質にかかる冊子購入、講演会開催、印刷製

（既存） 教育・啓発用冊子購入、消費生活展開催、くらしの講座開催

（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

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

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）

人

人日

人-      

年間研修総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

自治体参加型

参加者数

法人募集型

1,965              4      

人

人 千円

（報酬引上げ）

追加的総費用

4      2,349              

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

人 平成24年度末予定

千円

千円20年度差 604             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,326           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,240           千円

相談員数 人

相談員総数 5      消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 5      

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

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 5      人 平成24年度末予定

平成24年度の消費者行政予算 5,006             

相談員数 5      人

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,346             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,076             

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 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,106           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,680           千円 440             

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 2,349             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

研修会参加に係る報酬、旅費、負担金の支給

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

○

○ 相談窓口用参考資料及び事務用備品購入

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成24年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 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）

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

48                     

平成 24

備品購入費

年度122271

401                   

対象経費

報償費

401               

事業の概要

センター機能強化必要備品

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

都道府県名 千葉県 市町村名 浦安市

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業経費

相談員専用弁護士相談（月1回、1回30分）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）

48                 

-- 449449

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（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

（既存）

（既存）

（既存）

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）

（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） なし

センター機能強化必要備品を整備する。

（既存）

H22から基金により実施：相談員専用弁護士相談（月1回、1回30分）

（強化）

事業名

（強化）

（既存）

なし
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人日

参加者数 -      

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

-      

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

年間研修総日数 -      人日

人

人 千円

（報酬引上げ）

追加的総費用対象人員数計



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

相談員総数 6      消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 6      人 平成24年度末予定 人

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 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 6      

平成23年度の消費者行政予算 24,780           千円

平成20年度の消費者行政予算 22,520           

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 6      

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 331             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 24,449         千円

平成24年度の消費者行政予算 20,520           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 448             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20,072         千円 -4,377         千円20年度差 -2,448         千円 前年度差

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

処遇改善の取組

①報酬の向上

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



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）

相談環境・設備の充実 121               本棚、シュレッダー、ＩＣレコーダー、書籍の購入121                   

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 千葉県 市町村名 袖ケ浦市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業の概要

自治体コード

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度122297

事業経費

793               

1,052                

121                   

旅費、受講料17                    

増加した分の相談員の報酬・費用弁償相談開設日の増加に伴う打ち合わせ日の開設（継続） 121               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

793                   啓発パンフレットの作成,講演会開催

1,052            

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

パンフレット作成

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

17                 相談員の研修参加増

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） 相談員１人あたり国民生活センターへの研修年５日

（強化）

相談員１人あたり国民生活センターへの研修年３日（既存）

（強化） 相談業務に際しての各種設備を整えるとともに、参考資料の充実と保管場所の確保を図る。

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

相談室前に看板を設置し相談業務の周知を図る。また、パンフレットラックを設置し、啓発資料の保管場所を確保する。

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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）
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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

広報紙、ＨＰによる周知

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

週４日１人体制を継続。月１回打ち合わせ日を設け、相談員の情報交換の場を設ける。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者センター周知パンフレット・消費者啓発用パンフレットを作成し、広く市民に周知を図る。また講師を招いた講演会を開催。

週２回２名体制で相談業務を行う。

（強化）

（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）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

研修参加・受入要望

人日

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数 人

（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

年間研修総日数

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

1       

対象人員数
（報酬引上げ）

1       121                

対象人員数計 追加的総費用

72                  



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

393             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 121               千円

20年度差 前年度差千円

平成20年度の消費者行政予算 2,967            千円

2,653          千円

千円

-314           

千円

千円

千円

2,876            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

2,260          

3,704            

1,051          

うち基金（交付金相当分）対象経費 616             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

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の研修参加の増加

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

平成24年度末予定

2      

○

○ 相談員の情報交換の場として月1回打ち合せ日を設ける。

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

2      

2      相談員総数

2      

平成24年度末予定 人

人

人

相談員数

相談員数

人人 相談員総数消費生活相談員の配置 平成23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23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数



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）

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） 相談員等の国民生活センター等が実施する研修等への参加支援 38 38 旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

機材・事務用機器の設置、執務参考資料の購入、消費生活セ
ンターに関する住民への周知

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの整備及びセンターの周知啓発 555               555                   

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

変更後計画

都道府県名 千葉県 市町村名 白井市 自治体コード 122327

合計 - 3,202            3,202                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談日の増設及びＰＩＯ－ＮＥＴ導入等相談業務の充実
への対応のための報酬の増額及び費用弁償（通勤の交
通費）の支給

1,279            1,279                報酬、費用弁償

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

広報資料・コンテンツ作成・購入費

⑭商品テスト強化事業 食品等の放射性物質検査の実施 210               210                   機器保守点検委託料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育及び消費者被害防止のための啓発冊子の配布等 1,050            1,050                

⑫食品表示・安全機能強化事業 専門家による市民等向け講演会の実施 70                 70                    講師謝金・周知パンフレット作成費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センタ 等が実施する研修等への参加支援 38               38                   旅費、研修費



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） 国民生活センター主催の事例講座へ年１回、１名のみの参加。

（強化） 国民生活センター主催の事例講座等へ相談員３名が複数回参加できるよう回数を増加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） 消費生活センターの開始により、相談日を完全に週４日の開設とする。

（強化）
センター化により、新たに相談窓口周知のための啓発グッズ作成。センター化により業務量増加及びセキュリティ強化のための鍵付き
収納の購入。

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）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 相談員２名により週３日の相談業務を実施。

（強化）
相談員を１名増員し、相談員３名により週４日の相談業務を実施。苦情処理のあっせんなど業務量の増加やＰＩＯ－ＮＥＴへの入力期
間を短縮することに対応するため、報酬を引き上げるとともに、費用弁償（通勤のための交通費）も新たに支給する。

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） なし

（強化） 新たに市民等に向け放射性物質検査を実施する。

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） なし

（強化） 新たに市民等に向け、専門家による食の安全等の講演会を実施するほか、消費者向けに食の安全の啓発冊子を作成し配布する。。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに若者向け、高齢者向け、中学生向けの消費者教育冊子等を作成し配布する。

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
（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

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       310               

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,279              

2       310               

対象人員数
（報酬引上げ）

3       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人相談員総数

千円 2,593          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

20年度差4,077          

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

2,473          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,279            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 7,279            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,202          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 1,484          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,466          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,950            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,604            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員を１名増員することにより、業務量の増加による相談員の負担を緩和し、よ
り研修等へ参加しやすい環境を整える

-      平成24年度末予定

④その他 ○ 費用弁償（通勤費）を支給することにより、相談員の待遇の向上を図る。

②研修参加支援 ○
国民生活センター等主催の研修参加の回数を増加することにより、相談員の能
力向上を図る。

③就労環境の向上 ○

3      

相談員数 -      人

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

人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定 相談員数人 3      

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



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）

講師謝金 講師旅費⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談対応力強化するため法律専門家から助言を受ける 240 185

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） 相談員等の国民生活センター研修等への参加支援 149               87                    旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

執務参考資料・書籍の購入、窓口周知のためのＰＲ用品作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター執務資料の充実、相談窓口周知の強化 2,567            2,343                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

変更後

都道府県名 千葉県 市町村名 富里市 自治体コード 122335

合計 - 6,344            4,965                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

民生委員等へ配布する資料作成

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 民生委員等との連携強化のための研修会等開催 289               289                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
増加する相談に対応するため相談日の増設、相談体制の
強化

1,973            1,426                相談員報酬、費用弁償

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

介護ヘルパー向け情報冊子の作成、消費者啓発講座の開催、
保護者と生徒向けチラシ作成、啓発用テキスト等の購入

⑭商品テスト強化事業 消費者のリスク軽減のため食品の放射性物質検査を行う 504               84                    放射性物質検査委託料

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者講座の開催、学校教育と組んだ啓発、介護ヘル
パーへの啓発、市民への情報提供の実施

622               551                   

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）

講師謝金、講師旅費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談対応力強化するため法律専門家から助言を受ける 240             185                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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） 国民生活センター研修等に参加するため、2名分の旅費を予算化。

（強化） 国民生活センター研修等に参加するため、5名分の旅費を予算化。国民生活センター研修については、一人1回から2回へ拡充。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） 複雑化・高度化する相談に対応するため、法律専門家から事例や案件に対し助言を受ける機会を創設。

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） 消費生活相談を週４日開催（Ｈ21.4～）、Ｈ22.4に消費生活センターを設置。窓口をＰＲ。

（強化） 執務参考書籍の充実のため専門書籍等購入。相談窓口を周知するためＰＲ物資等作成しＰＲを実施。

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）

（既存） なし。

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者のリスクを軽減するため、農作物に関して放射性物質検査を行う。

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） 学校教育と組んだ啓発なし。介護ヘルパーに対する啓発なし。子供向けの講座実施なし。

（強化）
新たに教育委員会と連携し、保護者と生徒へ啓発。高齢者の見守りを強化するため、介護ヘルパーへの啓発を実施。今まで啓発対象か
ら漏れていた子供を対象に講座を開催。市民への情報提供のため啓発テキスト等を購入し講座等で活用。

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）



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

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加に対応するため相談窓口を増設し週4日実施（Ｈ21.4～）。相談員を1人増員
し4名に（H21.10～）。既存の相談員の勤務日を増やす。報酬を日額千円引上げる（H22.4～）。更にH24年度から相談日を週5日に増設
相談員を5名に増員。

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） 民生委員等、地域で活動する人達との連携を図ることを目的とした研修会を開催し、相談窓口との情報交換の場を創設。

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

5       1,426              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

4       1,320              

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日



５．消費者行政予算について 予算額

６．市町村の消費生活相談員の配置について

5      人相談員総数

千円 1,206          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 4      人 平成24年度末予定

20年度差2,855          

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

1,185          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,426            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 7,820            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,965          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 1,649          千円

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,578          千円

6,227          千円 7,820          千円 1,593          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,227            千円

平成21年度 平成22年度平成20年度の消費者行政予算 1,670            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

国民生活センターОＪＴの実施

平成24年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 研修機会の増設

③就労環境の向上 ○

4      

相談員数 人

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

人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定 相談員数人 5      

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
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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）

事業の概要

年度

12                 執務参考図書の購入

事業経費 対象経費

24都道府県名 千葉県 市町村名 匝瑳市 自治体コード 平成122351

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

図書購入費⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 12                    

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

消費者被害防止のための啓発

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

19                 研修会参加支援 19                    

-

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）

577                   

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

577               

228                   

相談員報酬318               

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） 旅費、受講料

印刷費228               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

318                   相談日の拡大



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）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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） 研修会参加のための旅費、研修費を支援する。

（強化）

（既存）

（既存）

相談室の整備。執務参考図書の購入。

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（強化） 執務参考図書の購入。

自費により参加。（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）

相談日は週１日

（既存）

（既存）

消費者啓発用の冊子、チラシを作成し配布。出前講座の実施、資料の作成。

（既存）

（強化）

なし（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（強化）

（強化） 相談日を週２日に拡大

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

（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

（既存）

（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）

実施形態

（既存）

人

人

人日

（強化）

法人募集型

実地研修受入人数

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

研修参加・受入要望

人日年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（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318                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       

1       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

212                

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 相談員総数平成23年度末

-17             うち基金（交付金相当分）対象外経費

人相談員総数 1      平成24年度末予定

千円20年度差 39               

人1      

318               千円

千円 前年度差368             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 577             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 千円

385             

945               

千円

329               

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円960             

平成20年度の消費者行政予算

平成23年度の消費者行政予算

千円

千円

千円

1,345            

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

相談員数平成24年度末予定

○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人

具体的内容

①報酬の向上

処遇改善の取組

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

平成23年度末うち定数内の相談員

人

相談員数相談員数 平成24年度末予定

1      人

人 人

②研修参加支援



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）

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）

16

事業経費

相談員・職員研修参加支援

都道府県名 千葉県 市町村名 香取市

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

16 旅費等

平成 24 年度122360

対象経費

変更後計画

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

1,700 1,700

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者啓発用リーフレット等の作成

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害を防止するための啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,5942,594

878消費生活相談日増加による相談体制の強化 878

--

消費生活相談員報酬及び通勤手当



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

（強化） 相談員のレベルアップを図るための研修会へ参加するための旅費等の支援

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

（強化）
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）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

宿泊を伴うような2日以上開催される研修会への参加なし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

悪質商法の被害を未然に防止するための啓発リーフレット等の作成

（強化）

（強化）

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

（強化）

（強化）

なし

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

相談日週1日

相談日を週3日とし、消費生活相談員報酬に加え通勤手当を加算し相談体制の更なる強化を図る



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）

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

法人募集型

714                 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

人日

2      

-      

年間研修総日数 -      

人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

-      

人

人日

人

人 千円

追加的総費用

2      878                 

対象人員数計

（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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 535             千円 -212            千円20年度差 -10             千円 前年度差

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 878               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,129             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,594           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 747             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,307           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,054             千円

平成20年度の消費者行政予算 545               

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      2      

人

人 平成24年度末予定 相談員数

人

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 相談員数

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 2      

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 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

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

○

処遇改善の取組

相談員のレベルアップを図るための研修への参加



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修等への参加支援 30                 20                     旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

大型モニターテレビ,シュレッター購入費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 毎週木曜日の相談窓口事業開設 463               244                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

変更後計画

都道府県名 千葉県 市町村名 東庄町 自治体コード 123498

委託料

合計 - 2,336             2,140 -

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による研修 250               250                   

委託料

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 消費者被害防止のためのネットワークづくり事業業務委託 250               250                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の設置 323               200                   相談員の報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

出前講座謝金、リーフレットの作成購入、消費生活相談を促進
する啓発物資ほか

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講習会、出前講座等の開催や、広報啓発 1,020             1,176                 

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



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）

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） 県主催研修会へ参加

（強化） 各種研修事業への参加のための旅費

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） 相談窓口を月２回実施するため、電話の設置及び備品の購入をし、開設する。

（強化） 相談窓口を毎週木曜日に実施し、相談や消費者教育にともなう大型モニターテレビや、シュレッターの開設備品を購入する。

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）

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） 弁護士による無料相談会による研修

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 週1回の相談窓口開設のため消費生活相談員を配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のためのネットワーク作り事業強化

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） 講習会、出前講座等の開催や、消費生活相談を促進する啓発物資や、食品の放射能についてリーフレットを作成し啓発。

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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

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      266                 

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

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      323                 

（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

2      

2      人

人相談員数

人

相談員総数

千円

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

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

102             千円

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

20年度差196             

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

178             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 200               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 2,336             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,140           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 94               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,276           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,370             千円

平成20年度の消費者行政予算 18                 

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24年度末予定

④その他 開設日の増加

②研修参加支援 旅費の支給

③就労環境の向上

相談員数 人

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

処遇改善の取組 具体的内容



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）

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）

都道府県名 千葉県 市町村名 睦沢町

事業経費

窓口整備の拡充を図る

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

124                   124               

平成 24 年度124222

対象経費

変更後計画

図書購入、相談室修繕費

基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

啓発用パンフレット等の作成

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報啓発 540               540                   

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

9041,024

240                   360               

--

相談員委託料（１２月）消費生活相談員委託



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

（既存）

事業名

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

消費生活相談拡充のための参考図書（追録等）・相談室修繕

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

消費生活相談拡充のための参考図書（追録等）及びパンフレットスタンド（両面）、案内用ホワイトボードを購入する

（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（強化）

（強化）

住民への周知を図るため啓発を強化

（既存）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

なし

消費生活相談員委託



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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 -      

参加者数 人

実施形態 研修参加・受入要望

1      

-      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

法人募集型

208                 

人

人日

人日

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

追加的総業務量（総時間）

-      

人

人 千円

追加的総費用

1      360                 

対象人員数計

（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

120             千円20年度差 120             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 240               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 904             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

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,173           

平成23年度の消費者行政予算 3,173             

平成20年度の消費者行政予算

人うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

-                 千円

平成24年度の消費者行政予算 1,024             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

人

人 平成24年度末予定 相談員数

人 平成24年度末予定 人

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 相談員数

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

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 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報酬の向上

④その他

具体的内容処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上


