
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）

247               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）

事業名 事業の概要

都道府県名 福井県 市町村名 福井市 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）

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）

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）

182010

事業経費

消費者センター内 備品及び執務用図書の拡充

年度

備品・執務用図書等の充実

対象経費

平成 24

基金（交付金相当
分）対象経費

247                   

-

消費生活相談員の旅費及び研修費等459                   

弁護士への謝礼（30千円×2回×12月）

4,675            

7,598                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の勤務時間、報酬額の見直し 994               

8,095            

720                   

459               

720               

講演会の開催、啓発用パンフレット・備品等の購入、講座開催の謝礼4,675                

消費者団体への補助（講演会の開催、広報・啓発活動の実施等）

497                   消費生活相談員の報酬

1,000                1,000            

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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 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 弁護士と連携した相談窓口の開設

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

消費者被害防止のための啓発強化

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費生活相談員の県外研修等への参加支援

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

地域において、消費者問題に取り組む団体への補助



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 消費生活相談員の県外研修等への参加支援（消費生活相談員４名）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活相談員の県外研修（各消費生活相談員が隔年で参加）（既存）

相談室の新設・改修、消費者ルームの改修、消費者センター内備品の充実、執務用図書の購入

（強化） 消費者センター内備品及び執務用図書の更なる充実

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

なし

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
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）

（既存）

事業名

（強化）

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）

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）

弁護士が同席し、消費生活相談員に助言・指導を行う特別相談会の実施（毎月２回・３時間）

（強化）

なし

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

（強化）

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）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化） 平成23年度より実施　消費生活相談員４名の勤務時間の延長（「9時～17時」を「8時30分～17時15分」に）、報酬額の引き上げ（125,000円／月を145,700円／月に）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（強化）

（既存）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
講演会の開催、啓発用パンフレット・啓発グッズ（小学生用下敷き等）の作成・購入及び配布、啓発用備品（カラープリンター）等の購入、寸劇を活用した啓発講座開催

なし

⑭商品テスト強化事業

（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）

地域において、消費者問題に取り組む団体への補助事業（環境・消費者問題に関する講演会の開催及び意識啓発のための広報活動の実施）

人

人日

実地研修受入人数

人日

（強化）

参加者数

年間研修総日数

自治体参加型

人

（既存） なし

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）
（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）

実施形態

法人募集型

年間実地研修受入総日数

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）

994                

612                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

4       

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

4       

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

千円

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 497             千円

20年度差 前年度差千円 443             12,241         -1,003         

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

22,062         

千円

千円

13,244         

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

7,598          

10,264         

19,839         

11,798         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

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

4      

うち定数外の相談員

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

②研修参加支援

うち委託等の相談員 人

①報酬の向上

県外等研修参加のための旅費等の支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定

処遇改善の取組

4      

相談員数

○

人 平成24年度末予定平成23年度末

4      人

平成23年度末 相談員総数

人

人

人

人

平成23年度末

消費生活相談員の配置 人 平成24年度末予定 相談員総数

相談員数

相談員数

4      

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

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）

消費生活相談員の報酬・社会保険料（２名分）

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） 県消費生活相談員養成事業の講座（初級・中級）受講 747               747                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

182028 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 敦賀市 自治体コード

事業名 事業の概要

-合計 - 4,631            3,524                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者団体への補助事業 500               500                   消費者団体活動事業（講演会開催、啓発品作成経費等）に対する補助

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）

消費生活相談員の報酬・社会保険料（１名分）

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 相談業務の迅速化を図る。 2,214            1,107                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 848               848                   啓発用品、リーフレット等の購入。ＦＭ放送による啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費、受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による消費生活相談員への助言 141               141                   弁護士への謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者生活相談の対応力を向上させるための研修参加 181               181                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 相談員が受付した案件により 弁護士に斡旋

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政に従事する職員のレベルアップを図るため、国民生活センター等主催の研修会に参加する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催の消費生活相談員養成事業の中級及び初級研修の参加（各１名）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員２名で、相談業務及びＰＩＯ-ＮＥＴの入力を担当

（強化） 相談件数の増加やＰＩＯ-ＮＥＴの入力業務等の増加が見込まれるため、相談員を1名増員（平成２１年４月１日）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座の開催（公民館で高齢者向けに国、県等から送付されたパンフレットを持参して開催）

（強化） 高齢者、若者向けの悪質商法被害防止のための啓発用品の購入。高齢者、中高生向けの出前講座の開催。ＦＭ放送で啓発番組の放送を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 相談員が受付した案件により、弁護士に斡旋。

（強化） 相談員が受付した案件により、窓口でより高度な相談員体制を構築するため、相談員が弁護士にアドバイスを受ける。



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 2      人

年間研修総日数 100   人日

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） 自立する消費者の育成、市民の消費者力向上に取り組む消費者団体の支援。（講演会の開催、啓発リーフ、啓発資材（絆創膏）の作成等）

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）
（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1       2,214              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,040              



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

-1,553         千円

相談員総数 3      

20年度差 -1,021         

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

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 1,107            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,079          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,524          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 6,632          千円

平成24年度の消費者行政予算 8,603            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,517          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 10,149           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,100            

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 ○ 相談員の資質向上、専門性の向上を図るため、積極的に研修に参加できるよう支援を行う。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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 3      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 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 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 182044 平成 24都道府県名 福井県 市町村名 小浜市

合計 - 3,054            2,056                -

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 相談員２名を増員する 1,996            998                   非常勤職員の報酬、社会保険料他

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用パンフレットの作成、悪質商法被害防止のための出前講座の実施

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 736               736                   

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 322               322                   旅費、研修会参加負担金、参考図書

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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） 国民生活センターや県開催研修には不参加

（強化） 国民生活センター研修（東京他３名のべ６回）県開催研修（福井市3名のべ16回）相談員や担当職員のレベルアップを図る

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 常勤職員１名兼務

（強化） 相談員２名を増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴを設置し、相談事案の早期入力の実施によって、事務を効率的に推進する。平成21年4月～

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広域ネットワーク支援事業でパンフレット等作成

（強化） 悪質商法被害防止のためのパンフレット等啓発用品を作成し、出前講座やキャンペーンで配布。電子掲示板を活用し周知、啓発する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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3       1,996              

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）

3       1,774              



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

973             千円

相談員総数 3      

20年度差 1,141          

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

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 973               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,407          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,056          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 25                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 434             千円

平成24年度の消費者行政予算 3,463            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 50                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,828          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,262            千円

平成20年度の消費者行政予算 266               

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 ○ 昨年度に引き続き、旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成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 2      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 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



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）

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） 　相談業務の効率化を図る。 36                 36                    　備品購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182052 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 大野市 自治体コード

-合計 - 3,538            2,267                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 　消費者グループによる生ごみからの堆肥作り・利活用推進 609               609                   　生ごみ処理機使用料・点検委託料、研修費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

　報酬・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 　相談員の配置（１名） 2,542            1,271                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 　消費者被害防止のための教育・啓発 270               270                   　教材・緊急チラシ・消費者センターだより作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

　研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 　国民生活センター主催の研修会受講 81                 81                    

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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） 県内関係機関が主催する研修会に参加。

（強化） 相談員のレベルアップを図るため研修に参加する旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談執務用備品（パーテ-ション、シュレッダー）を購入。

（強化） 消費者教育・啓発のための教材作成用ラミネーターを購入し、事務の効率化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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） 常勤職員が相談業務等に対応。

（強化） 消費者庁創設に伴い増大する事務を円滑に実施し、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力時間短縮等を図るため相談員１名を平成21年5月1日より配置する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広域連合会でオリジナルティッシュや悪質訪問販売お断りシール、講座用リーフレットの配布や啓発パネルを作成し、啓発活動を行うとともに、市ホームページで周知を図った。

（強化） 消費者センターだよりを発行し定期的に情報を提供する。デイケアホーム等で呼びかけ講座を開催する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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 1      人

年間研修総日数 50    人日

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） 消費者グループがごみ減量のため、生ごみからの堆肥作り・利活用を推進。

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       2,542              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,560              



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

1,336          千円

相談員総数 1      

20年度差 1,429          

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

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 1,271            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,317          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,267          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 981             千円

平成24年度の消費者行政予算 4,584            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 2,965          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,946            千円

平成20年度の消費者行政予算 888               

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 ○  相談員のレベルアップを図るため、国民生活センター主催の研修会に参加。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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 1      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

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



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）

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） 消費者センターの充実 262               262                   事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182061 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 勝山市 自治体コード

-合計 - 3,124            2,318                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員増員分の報酬、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員１名増員 1,612            806                   

 

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

バス借上げ代

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための講座開催と啓発活動 551               551                   啓発物品・啓発リーフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の表示や安全性に関し施設の視察研修の開催 134               134                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士と連携した相談の実施 300               300                   弁護士謝礼

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 265               265                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップを図るため、研修に参加（旅費及び日当の支給）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 案内看板・カメラ・プロジェクター・テーブルといす・エアコン・保管庫・パソコン等整備

（強化） センター相談室に必要な備品（ブルーレイレコーダー・タブレットＰＣ、ビデオカメラ、テレビ等）の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員１名

（強化） 平成２１年１０月より相談員１名を増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴの早期入力、出前講座の充実を図る

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者を対象とした出前講座を実施。悪質被害防止キャンペーンの開催

（強化） 出前講座や出張相談コーナー設置、キャンペーン時にリーフレットや啓発物品（絆創膏、エコバッグ等）を配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 奥越地区消費者行政連絡会にて工場見学を実施

（強化） 市単独で（人数は倍となる）食品の表示や安全性に関した施設の視察を実施

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員がより高度な相談に対応できるよう、月１回弁護士を活用した相談会の開催



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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       1,612              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,883              



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

932             千円

相談員総数 2      

20年度差 813             

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

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 806               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,696          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,318          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 2,764          千円

平成24年度の消費者行政予算 6,014            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 2,903          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,667            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,883            

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 ○ レベルアップのための研修参加旅費等支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成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 2      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 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 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）

相談員1名分報酬、社会保険料

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） 相談員養成や実務能力向上を図るための研修参加支援 452               226                   

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） 消費者センターの機能充実 54                 54                    消費者センター備品購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182079 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 鯖江市 自治体コード

-合計 - 4,467            3,359                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員1名分報酬、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の拡充（平成23年度～） 1,764            882                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

食品添加物等についての研修会、講演会（講師謝礼、実験用
材料代、広報印刷等）、啓発用品購入およびガイドブック作成

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強化 990               990                   啓発用消耗品購入、啓発物印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業
食の安全・安心研修会、体験実習、講演会等を開催し、
市民の意識向上を図る。

1,000            1,000                

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費、参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 207               207                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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） 一部の研修に自主参加

（強化） 研修参加回数を増やし、旅費・負担金等を支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員養成事業（50日間）への参加を支援する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 各種パンフレット・書類整理用として書庫購入。出前講座の際に使用するレーザーポインターや糖度計、塩分計、啓発用DVDの購入

（強化） 消費者センター機能を充実させるため、出前講座の際に使用する備品（ワイヤレスマイク、ドラム式コード）の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員2名体制

（強化） 啓発活動の強化やパイオネットの入力業務等の増加が見込まれるため、相談員を1名増員し3名体制とする。（平成23年4月1日から）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 各種パンフレット購入のみ

（強化） 既存事業より内容を充実させた各種パンフレット、啓発用グッズ（カレンダー、ボールペン）購入および啓発用チラシ印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全・安心研修会、体験実習、講演会等の開催。啓発用品（食の安全・安心に関するリーフレット）購入およびガイドブック作成

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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       1,764              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,511              



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

1,086          千円

相談員総数 3      

20年度差 961             

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

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 882               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,643          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,359          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 6,557          千円

平成24年度の消費者行政予算 11,002           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 4,900          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 11,457           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,682            

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 ○  研修参加の旅費、参加負担金を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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 3      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 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 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 182087 平成 24都道府県名 福井県 市町村名 あわら市

合計 - 1,050            1,050                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

ポスター・標語を募集し、優秀作品で啓発品（テイッシュ）やパンフレットを作成。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 630               630                   

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心に関する啓発活動を実施 300               300                   小学生・幼児対象に食の安全・安心に関する出前講座等啓発活動を実施。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修参加 120               120                   研修旅費および負担金

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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） なし

（強化） 相談員（行政職員）研修参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発リーフレット等をセンター窓口に配備。街頭啓発、出前講座の実施。

（強化） 小中学生等を対象にしたポスター・標語を募集し、優秀作品を利用し消費者被害防止のための啓発を実施。（出前講座・街頭啓発）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 小学生・幼児対象に「食の安全・安心」に関する出前講座等啓発活動を実施。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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）



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

37               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 相談員総数 2      

20年度差 80               千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 250             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,050          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 213             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,300            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,040          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,253            千円

平成20年度の消費者行政予算 170               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費を支援

うち委託等の相談員 平成23年度末 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成24年度末予定 相談員数相談員数

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

うち定数内の相談員 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      



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）

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） 消費生活相談窓口の機能拡充 80                 80                    センター周知用ポケットティッシュ作成、執務参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182095 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 越前市 自治体コード

-合計 - 1,200            1,200                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者教育・啓発等を担う地域の消費者サポーターの育成支援 160               160                   研修会講師謝礼、テキスト代

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発用広報、出前講座開催 530               530                   広報印刷、パネルシアター謝礼、啓発用消耗品

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修会参加旅費、教材費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 高度な相談に対する相談員への専門有識者の活用 300               300                   相談アドバイザー（弁護士）への謝金

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） 相談員の研修会への参加支援（2名） 130               130                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 専門性が問われる内容の相談にたいしては 対応できず処理不能

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） 相談員の県外研修旅費はなく、どうしても参加したい場合は自費で参加

（強化） 相談員2名の県外研修参加（国セン専門研修等）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室の増設、事務用機器（ファックスコピー複合機、ヘッドセット電話機、パネルシアターステージ等）の整備、センター周知用ティシュ作成等

（強化） センター周知用ティッシュ作成、執務参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県等からのパンフレット、講師の派遣による消費者出前講座の開催

（強化） 消費者啓発の強化（相談員による出前講座及び消費者グループによるパネルシアターの実施、悪質商法啓発用広報の作成）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 専門性が問われる内容の相談にたいしては、対応できず処理不能

（強化） 専門性が問われる内容の相談にたいして、相談員が専門家のアドバイスをうけ対応（年間６０回程度）



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

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） 地域での見守り活動、啓発活動を担う消費者サポーターの育成

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）
（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
（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）



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

-222           千円

相談員総数 2      

20年度差 -561           

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,542          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,764          千円

平成24年度の消費者行政予算 10,742           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 4,000          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 13,764           千円

平成20年度の消費者行政予算 10,103           

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 ○ 国民生活センター及び県が主催する専門研修に参加（相談員２名×２回）

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 ○ ４月　２号昇給（139,600→141,900  152,600→155,600）

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 人

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

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） 消費者センターの強化 176               176                   資料購入、食の安全・安心に関する備品購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

182109 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 坂井市 自治体コード

-合計 - 4,561            3,399                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の報酬・社会保険料（１名分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 専門相談員配置 2,321            1,160                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

研修会、イベント時啓発（パネル展示会、啓発物配布）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,594            1,594                教材・パンフ・広報資料作成、講演会実施、啓発活動用衣類購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全に関する啓発 244               244                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加支援旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援 226               225                   

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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） なし。

（強化） 専門講座を受け、消費者行政に従事する者のレベルアップを図るための旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費者センターを本課に併設。専門相談員を配置。参考書籍を購入する。

（強化） 専門知識習得のための書籍や食の安全・安心に関する出前講座等で使用する糖度計・塩分濃度計を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 行政職員が相談を担当

（強化） 増大する業務を円滑に実施するための相談員を平成２１年４月から配置し、相談業務対応や、ＰＩＯ－ＮＥＴの入力業務を行う。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 坂井地区広域消費者行政推進委員会で国民生活センターや相談員協会のパンフレットを啓発用チラシとして使用。トラブル防止教室を県センターの相談員に講師派遣依頼をして行っていた。各消費者団体による啓発活動。

（強化）
消費者育成や被害の未然防止のための啓発パンフ等を作成し、消費者団体と連携して啓発活動（街頭啓発や学習会）や出前講座で資料として配布する。消費者団体の街頭啓発のための衣服
を購入する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 研修に必要な講師謝礼や、食品表示・安全に関しての啓発ティッシュなどを購入し、イベント時に配布（街頭啓発）、窓口に設置等することで消費者への啓発を強化する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       2,321              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,305              



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

917             千円

相談員総数 1      

20年度差 856             

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

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 1,160            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,172          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,399          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 255             千円

平成24年度の消費者行政予算 4,571            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,539          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,794            千円

平成20年度の消費者行政予算 316               

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 ○ 県外研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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 1      うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

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



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

183229 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 永平寺町 自治体コード

-合計 - 960               960                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出前相談事業による相談強化 60                 60                    弁護士、司法書士特別出前相談所の謝礼

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発事業 900               900                   
高齢者・新成人向け悪質商法防止啓発のためのパンフレット・啓発用グッズの配布や、消費者
教室の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者委員が簡単な寸劇等により啓発活動を行った。

（強化） 高齢者対象消費生活トラブル啓発活動。新成人に対して悪質防止啓発活動としてパンフレット作成。街頭啓発用グッズ（テイッシュ等） の購入。消費者教室の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



なし

弁護士、司法書士を活用（同席）した特別出前相談所の開設　（２回）

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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（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
（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）



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

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -249           

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 960             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 960               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 960             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 960               千円

平成20年度の消費者行政予算 249               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援  

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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  うち定数外の相談員 平成23年度末 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 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談対応力向上のために書籍を購入する。 10                 10                    消費者トラブルへの対処法等を記した書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

183822 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 池田町 自治体コード

-合計 - 305               305                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 295               295                   高齢者向けの啓発タオルの作成、ケーブルテレビにて啓発番組の製作、新成人に向けての書籍配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談対応力向上のための書籍購入。書籍、啓発グッズを保管する保管庫の購入。相談業務等で用いるパソコンの購入。

（強化） 法改正、最新事例に対応するための書籍を購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 南越地区消費者行政連絡会で啓発物を作成、老人クラブ向けに講座を開催。

（強化） 消費者被害防止のための啓発番組をケーブルテレビにて作成。また、消費者啓発タオルを作成・配布、新成人に向けての書籍配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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）



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

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -27             

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 305             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                千円

平成24年度の消費者行政予算 306               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 610             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 611               千円

平成20年度の消費者行政予算 28                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援  

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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  うち定数外の相談員 平成23年度末 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 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

184047 平成 24 年度都道府県名 福井県 市町村名 南越前町 自治体コード

-合計 - 965               960                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） ごみ減量及び環境改善推進運動を実施 484               480                   ごみ減量及び環境改善推進運動事業（啓発資料の作成、視察研修費等）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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発活動の拡充 481               480                   「消費者まつり」事業実施業務委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）



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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発用グッズを配布する程度である

（強化） 消費者団体と連携して、身近に参加できる「消費者まつり」を実施し、消費者教育・啓発の活性化を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） ごみ・環境問題についての啓発活動があまり実施されていない状況である。

（強化） 環境問題について学習し、ごみ減量の方策や環境にやさしい生活術についての出前講座の開催や啓発資料（パンフ、タペストリー）の作成により普及活動に取り組む。

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）

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）



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

-42             千円

相談員総数 -      

20年度差 -6               

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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 155             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 960             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

平成24年度の消費者行政予算 1,115            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,325          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,522            千円

平成20年度の消費者行政予算 161               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援  

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上  

人

うち委託等の相談員 平成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  うち定数外の相談員 平成23年度末 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 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）

都道府県名 福井県 市町村名 越前町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 184233 平成 24

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の拡充 4                  4                      

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）

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

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）

トラブル防止教室・啓発用グッズ等の配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止を中心とした啓発事業 309               309                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 - 313               313                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考図書購入（特定商取引法の理論と実務　他７冊）

（強化） 相談対応レベルアップのため、参考図書等購入（ここがポイント！消費者法　他）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費相談窓口にパンフレット設置啓発

（強化） 寸劇によるトラブル防止教室を町内全域において開催・各種行事において、啓発用グッズ（絆創膏）を配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 221               千円

平成23年度の消費者行政予算 300               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 313               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -221           千円 前年度差 -                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 -      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数  人

相談員数

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

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

②研修参加支援  

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福井県 市町村名 美浜町 自治体コード 184420 平成

対象経費

24 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談用参考図書等購入経費 12                 12                    参考図書購入費　12千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

16                 16                    

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

実務研修旅費　16千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 142               142                   啓発用パンフレット及び啓発グッズ購入費　142千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

170               170                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者相談に必要な参考図書を購入し、相談窓口の強化に取り組んだ。

（強化） 「消費者六法」等の参考図書を購入し、相談窓口のレベルアップを図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県で実施される窓口強化研修に参加できていなかった。

（強化） 県で実施される窓口強化研修に参加し、さらなる相談窓口のレベルアップを図る。

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 行政チャンネル等で消費者被害防止を呼びかけていた。

（強化） 悪質商法啓発チラシ・多重債務チラシ・啓発物品の作成し、多くの住民に配布し、啓発を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 273               千円

平成23年度の消費者行政予算 345               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             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 215             千円

平成24年度の消費者行政予算 322               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 170             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 152             千円 20年度差 -121           千円 前年度差 -63             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 人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数  人

相談員数

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

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

②研修参加支援 ○ 相談業務のレベルアップを図るための窓口強化研修旅費の支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福井県 市町村名 高浜町 自治体コード 184811 平成

対象経費

24 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 窓口用設置パネル購入 31                 30                    窓口用設置パネル購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 研修会の開催、啓発用物品購入、パンフレット等啓発資料作 301               300                   講師謝礼、啓発用物品、資料購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

332               330                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活参考図書・資料の購入

（強化） 事務所窓口案内用常設パネルの購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発グッズ等を配布（嶺南消費者行政連絡会）

（強化） 消費者団体を含む住民への研修会開催、啓発物品（手ぬぐい）・パンフレットの作成、配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

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）

追加的総業務量（総時間）

-       -                    

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

-       -                    



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 133               千円

平成23年度の消費者行政予算 354               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 252             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 102             千円

平成24年度の消費者行政予算 445               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 330             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 115             千円 20年度差 -18             千円 前年度差 13               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 -      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

平成24年度末予定 相談員数 -      人

相談員数 -      

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

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

②研修参加支援  

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福井県 市町村名 おおい町 自治体コード 184837 平成

対象経費

24 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40                 38                    

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）

書籍購入費　2,600円、備品購入費(デジタルカメラ)　35,000円

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） 備品や書籍の充実により幅広い相談内容への対応を可能とす
る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

59                 35                    

⑦消費 活相談員等 ｯ 事業（研修開催）

研修会旅費(福井)　8,720円×4回

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） 県の開催する研修会等に参加し、レベルアップを図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物の作成・配布から契約トラブル等の防止を図る。 126               125                   啓発用パンフレット43円×1,500部=64,500円、啓発用品50円×1,200部＝60,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

225               198                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 書籍や備品の拡充により、高度な相談にも対応できるよう強化を図る。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催研修等に参加することにより、社会傾向の問題等に係る相談窓口の強化レベルアップを図る。

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 福井県嶺南広域消費者連絡会等の作成による教育啓発用パンフレットを使用していた。

（強化） 啓発用品（絆創膏）の配布や街頭啓発活動により、消費者への啓発活性化を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 301               千円

平成23年度の消費者行政予算 875               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             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 425             千円

平成24年度の消費者行政予算 638               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 198             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 440             千円 20年度差 139             千円 前年度差 15               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 -      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数  人

相談員数

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

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

②研修参加支援 ○  参加旅費支給(福井　8,720円×４回)

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福井県 市町村名 若狭町 自治体コード 185019 平成

対象経費

24 年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 利用しやすい相談窓口の拡充 20                 20                    備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報紙の作成印刷、啓発物品の購入 374               374                   広報誌の印刷製本費、啓発グッズ購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

394               394                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活関連法解説書などで自己研修。

（強化） 相談窓口案内の表示用備品購入により、さらに利用しやすい相談窓口を開設する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 嶺南消費者行政連絡会で作成した広報誌を利用し、行事等の機会に広報啓発活動を実施。

（強化） 被害傾向に沿った広報誌の作成・全戸配布、啓発グッズ（ボールペン）の購入、啓発活動の実施。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 121               千円

平成23年度の消費者行政予算 475               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 394             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 81               千円

平成24年度の消費者行政予算 475               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 394             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 81               千円 20年度差 -40             千円 前年度差 -                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 -      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数  人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援  

③就労環境の向上


