
市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

年度082015

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 24都道府県名 茨城県 市町村名 水戸市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名 事業の概要

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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）

-

自立した消費者の育成等のための講演会の開催

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）

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）

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

200                   講師謝金等

報酬

2,600             

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-1,400                合計

2,400             1,200                相談員報酬

200               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止を図るため，消費者啓発のための講演会を開催する。

相談員4名を配置し,週6日相談を実施。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
各地域で出前講座を実施

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

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
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

平成21年度,22年度,23年度に各1名相談員を増員し,相談体制の強化を図る。

（既存）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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）

自治体参加型

年間研修総日数

研修参加・受入要望実施形態

参加者数 人

年間実地研修受入総日数

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

人

人 千円

2       

対象人員数計 追加的総費用

2       

1,728             

対象人員数
（報酬引上げ）

2,400             



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

千円

千円

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）対象経費

-1,877        

千円15,618        

平成20年度の消費者行政予算

18,028           

10,162        

18,505           

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円25,780           

16,628        

千円

千円

20年度差

1,400          

前年度差千円

千円

1,010          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,200             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置

平成23年度末 平成24年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末 人

平成24年度末予定 人

相談員数

人 相談員総数 7      相談員総数

平成24年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

7      

相談員数

①報酬の向上

7      

7      

人

平成23年度末

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

人

平成23年度末

平成24年度末予定

④その他

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式 【様式４】

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）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 81 相談員の研修参加に係る旅費及び負担金の支援(継続）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの周知を拡大 761               200                   路線バス等への広告(継続）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 日立市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082023 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,943             1,361                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の増員 2,350             1,161                1名増員分の相談員人件費（報酬2,026、共済費324）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止のための消費者教育事業 223               -                      中学生対象の副読本ダイジェスト版の作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談員への弁護士助言事業 528               -                      弁護士への舎金：月2回2時間程度(継続）

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 81                -                    相談員の研修参加に係る旅費及び負担金の支援(継続）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の国民生活センター・県等への研修参加をさらに回数を増やすなどして支援する。

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存） なし

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） 消費生活センター周知のための路線バスへの広告を掲出する。

（強化） 消費生活センター周知のための路線バス及びJR時刻表への広告掲出を引き続き実施する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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、平日及び毎月第2・4土曜日に相談対応。

（強化） 相談員を1名増員し、3名体制とし、すべての土曜日を開所して週6日相談対応する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 中学生対象の消費生活副読本ダイジェスト版を作成し学校等での消費者教育の充実を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 月2回2時間程度弁護士に依頼し、相談員が直接指導・助言を受けることで相談の質の高度化を図る。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,350              

1       1,405              

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

前年度差 1,876           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,508         千円 20年度差 1,830           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,161             千円

平成24年度の消費者行政予算 12,869           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,361           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 9,632           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,582           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 15,214           千円

平成20年度の消費者行政予算 9,678             

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主催の研修等への参加を積極的に支援する。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 土浦市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082031 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 200               200                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 39                 39                     需用費（消耗品費）39,000円（啓発用パネル等）

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 126               126                   報償費126,000円（弁護士）

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） 35                 35                     旅費35,000円（水戸研修１８回）



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、県相談員会議、法律関係会議等に参加。

（強化） 相談員が新たに（財）日本消費者協会、ＮＰＯ消費者相談室の開催する研修会に参加し、相談員の知識・スキルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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） 市広報誌へ相談事例を掲載、消費者教育のための講座を開いている。

（強化） 消費者への啓発用消耗品の購入、作成する。

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） 相談員が業務に関し弁護士からアドバイスを受け、知識・スキルのレベルアップを図る。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 129             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,983        千円 20年度差 446             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 11,183           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 10,854        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,775          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 14,629           千円

平成20年度の消費者行政予算 10,537           

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 新たな研修参加に対する旅費を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 実務経験３年以上の相談員に対し、報酬を引き上げる。

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 古河市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082040 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 200               200                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 学校関係への消費者啓発 200               200                   教材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 購入したパンフレットを学校関係への出前講座で使用する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 人

前年度差 -246            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,605           千円 20年度差 -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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成24年度の消費者行政予算 5,805             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 5,851           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,411             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,905             

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 なし

②研修参加支援 なし

③就労環境の向上 なし

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2     人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 石岡市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082058 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 200               200                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発品の購入 60                 60                     啓発品１００円×６００個

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 国が主催する研修に参加し相談員の知識の向上を図る。 140               140                   東京都渋谷区研修等１２回



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） 相談員が参加する研修について年４回支援

（強化） 相談員の資質向上を図るため，国セン等の研修参加支援を強化するる

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

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） インサイドワゴン１台・目隠し用パネル消費者啓発パネル１枚・消費者啓発用パネル３枚・事務用イス１脚・デジタルカメラ１台

（強化） 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）

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）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用品を購入し，消費者被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化） 専門的知識を有する弁護士を活用し相談員のレベルアップを図る(年３回)

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 389             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,315          千円 20年度差 269             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 3,515             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 2,926          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,262          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,188             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,046             

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 ○ 国民生活センター等で開催する研修に参加し相談員レベルアップを図る。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 結城市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082074 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,624             874                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数拡大 2,192             674                   相談員の人件費増額分

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 310               121                   消費者啓発用ノベルティの作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等専門家を講師に、相談員の学習会を開催 45                 45                     講師謝礼

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） 相談員の研修会への参加 77                 34                     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） 県や国セン等主催の研修会に参加。

（強化） 相談員の希望する研修会への参加回数を増やすための旅費と研修費を負担する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週3日勤務の相談員2名で相談に対応。

（強化） 相談員の勤務日数を週3日から週4日に改め、2人体制の日を増加することで、相談業務の対応と相談員の研修参加への強化をはかる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座等で配布するパンフレットを作成。

（強化） 高齢者や若者の消費者被害未然防止や，消費者問題への関心と認識を高めるため，ノベルティグッツを作成し，出前講座や成人式典などで配布する。

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） 複雑高度化する相談内容に対応する知識とスキルの向上を目的に、専門家による相談員のための学習会を開催する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,192             

2       744                

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,508          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,203          千円 20年度差 1,314          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 674               千円

平成24年度の消費者行政予算 5,077             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 874             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 2,695          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,431          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,126             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,889             

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 ○ 国セン及びその他の民間団体等が行う研修参加に伴う旅費・研修費の支給

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 龍ケ崎市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082082 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 286               286                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発リーフレット作成 200               200                   印刷製本：一般向けリーフレットの作成

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質の検査を実施 86                 86                     検査に係る消耗品の購入

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 食品の安全・安心を確保するため、市内小中学校の給食食材の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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者行政に関するリーフレットの作成・配布により，消費生活の啓発を強化する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -21             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,201          千円 20年度差 92              千円

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

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

平成24年度の消費者行政予算 3,487             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 286             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,222          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 558             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,780             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,109             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 専門図書等の購入 50                 30                     執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 下妻市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082104 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,375             1,755                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 賃金、休日相談日の時間外勤務手当 2,950             1,475                消費生活相談員(非常勤)人件費､休日相談(常勤)時間外勤務手

⑬消費者教育・啓発活性化事業 ｳｪﾌﾞｻｲﾄの運営、啓発用の教材、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成。 275               150                   教材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 80                 80                     放射性物質検査実施に伴う消耗品等の購入

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 国及び県の研修への参加 20                 20                     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） なし

（強化） 国及び県で実施される研修に参加するために旅費、研修費を支援する。

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） 消費生活センターの案内看板の設置及び相談用机、椅子を設置した。

（強化） 複雑化する相談に対応するために専門図書を購入する。

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）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） H21.4月から消費生活ｾﾝﾀｰを設置し、相談員1名配置。また月2回程度、休日相談を実施する。

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） 下妻市内で自らが生産した農作物（家庭菜園等の自家消費分）及び下妻市内3小学校の学校給食食材の放射性物質検査の実施。

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） ｳｪﾌﾞｻｲﾄの運営､消費者の育成及び被害の未然防止のための教材、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,950             

2       1,656             

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,364          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,951          千円 20年度差 1,801          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,475             千円

平成24年度の消費者行政予算 3,706             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,755          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 237               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 587             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,545          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,132             千円

平成20年度の消費者行政予算 150               

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 ○ 実務的研修参加のための旅費等の支援

③就労環境の向上 ○ 執務環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常総市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082112 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,800             1,600                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員（2名）の配置（平成21年６月） 2,400             1,200                相談員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者に対する啓発等の実施 300               300                   啓発用チラシ，啓発物品等

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内外研修への参加支援 100               100                   旅費・受講料等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 相談員のレベルアップのための研修会等への参加に伴う，旅費及び受講料の支援。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員2名配置（平成21年6月から）週4日体制。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発強化によるチラシ作成等

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,400             

2       1,680             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,363          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,487          千円 20年度差 1,007          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,200             千円

平成24年度の消費者行政予算 3,087             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          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 124             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,531          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,655             千円

平成20年度の消費者行政予算 480               

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 ○ 引き続きレベルアップ等のための研修参加支援（報酬及び旅費の支給）

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常陸太田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082121 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 940               324                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 740               124                   相談員報酬（4月～7月）　※相談員1名が7月に退職

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 120               120                   啓発用グッズ作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加支援 80                 80                     国セン研修参加費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国センが主催する研修に参加。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員を１名配置

（強化） 平成２３年４月から相談員を１名増員（増員した相談員が7月に退職）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座の実施、消費者被害防止ポスターの作成

（強化） 啓発グッツ作成。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       247                

1       224                

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 612             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,407          千円 20年度差 -241           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 124               千円

平成24年度の消費者行政予算 2,731             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 324             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 1,795          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,520          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,315             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,648             

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 ○ 国センが主催する研修に参加。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 高萩市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 82147 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） 啓発用パンフレットの作成、放射性物質検査の実施 1,315             1,315                
食の安全に関する啓発用パンフレットの作成及び放射性物質
検査
機器のメンテナンス費用

合計 - 2,990             2,339                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 1,248             624                   相談員２名の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 チラシを作成・配布し、消費意識の高揚を図る。 400               400                   消費者教育、啓発用資料の作成購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加による相談員の知識向上を図る。 27                 -                      旅費・研修負担金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加を支援する。

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）

（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） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年、11月から相談窓口を開設（週3日）し、相談員を2名配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） チラシを作成・配布し、消費意識の高揚を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 食の安全に関する啓発用パンフレットの全戸配布及び放射性物質検査機器のメンテナンス実施



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,248             

2       1,248             

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 119             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 651             千円 20年度差 651             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 624               千円

平成24年度の消費者行政予算 2,990             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,339          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 532             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,308          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,840             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 北茨城市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082155 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 食品中の放射性物質の検査を実施 158               158                   貸与された検査機器のメンテナンス費用

合計 - 1,528             1,043                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 970               485                   消費生活相談員1名の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発用リーフレット作成及び啓発パネル購入、講演会関
係資料等作成

400               400                   
消費者被害の未然防止に関するリーフレット及びパネル、講演
会教材・パンフレット・広報資料等の作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年6月から消費生活相談員1名を配置、23年4月からPIONET導入。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発用のリーフレット作成・配布、消費者啓発用のパネル購入・掲示、講演会関係資料等の作成・配布

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） なし

（強化） 国民生活センターから貸与された検査機器の線源校正を実施する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       970                

1       752                

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 490             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 671             千円 20年度差 491             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 485               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,714             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,043          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 181             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,610          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,791             千円

平成20年度の消費者行政予算 180               

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 ○ 相談員のスキルアップの為に、関連研修会等への参加を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

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）

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、職員の国ｾﾝ等研修参加支援 183                123                   費用弁償、旅費、負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 笠間市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082163 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,293             713                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の増員により、週5日勤務体制を確保する 1,010             490                   相談員報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業 学校給食食材の放射性物質検査の実施 100                100                   検査に係る消耗品等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） 相談員1名を国民生活センター研修に参加させる。

（強化） 国民生活センター研修に、他の相談員2名、職員1名の参加を支援する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週3日の相談員勤務体制

（強化） 週5日の相談員勤務体制の継続

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） 学校給食食材の放射性物質検査で使用する消耗品（マリネリ容器、ビニール袋）等の購入

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行 活性化 業 他
（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）

1 657

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

1       1,010              

1       657               

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

4      人

前年度差 6                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 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,852          千円 20年度差 553             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 490                千円

平成24年度の消費者行政予算 3,565             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 713             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 2,846          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,364          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,210             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,299             

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 ○ レベルアップ事業（研修参加支援）により、研修参加を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人 平成24年度末予定 相談員数 4      人

相談員数 -      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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 取手市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082171 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 8,620             7,537                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談体制強化のために相談員を増員 2,077             1,037                相談員の報酬・社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業 食品等の安全性を確保するため放射性物質検査を実施 6,300             6,300                検査機器の購入（2台）、貸与機器（2台）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等の相談 137               137                   弁護士等への謝金

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） 国民生活センター，県等が開催する研修会への参加支援 106               63                     研修会への参加旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国県等で実施する研修１回のみ支援

（強化） 国民生活センター，県等が開催する研修に参加し相談員のレベルアップを図る

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名を配置

（強化） PIO-NETの入力を迅速に行うため及び，消費者ホットラインの実施に伴い消費者からの増加する相談に対応するために相談員を１名増員する。

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） 放射性物質検査機器を購入し、自家栽培野菜など食品等の検査体制を充実強化する。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化） 専門的知識を有する者（弁護士等）を活用し相談員のレベルアップを図る

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,077             

1       1,248             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,183          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,320          千円 20年度差 352             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,037             千円

平成24年度の消費者行政予算 13,857           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,537          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,137          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,270          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,407             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,968             

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，県等が開催する研修会に参加

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） なし -                   -                      

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 牛久市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082198 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,747             1,059                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を引き続き雇用し、相談体制を強化する 1,331             659                   相談員増員分人件費1/2

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法被害防止の啓発 216               200                   啓発用パネル作成、啓発物品（ポケットティッシュ等）の作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心講演会の開催 200               200                   講師謝礼等

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） パンフレット・カレンダー・ポケットティッシュ等を作成、配布し、消費生活センターを広報周知。啓発用ＤＶＤ・冷風機・パソコン・プリンタ等の整備。

（強化） 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）

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1名体制で相談業務を実施。

（強化） H23.4月より、相談員2名で相談業務を実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全安心講演会を開催する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用パネル、啓発物品（ポケットティッシュ等）を作成し、悪質商法の被害防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,331             

1       1,008             

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 345             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,453          千円 20年度差 663             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 659               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,512             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,059          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 2,108          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,421          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,529             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,790             

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 ○ 国民生活センター等の研修参加費用を支援する。

③就労環境の向上 ○ 一元的相談窓口緊急整備事業を利用し、相談員の２名体制を維持継続する。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 つくば市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082201 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 793               720                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 273               200                   啓発用冊子購入(出前講座，街頭啓発用）

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 370               370                   検査機器のメンテナンス費用

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 食と放射能に関する学習会の開催 150               150                   学習会開催に係る講師謝金等

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査に関する検査機器メンテナンスの実施及び検査用消耗品等の購入

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） 住民を対象とした食と放射能に関する学習会を開催する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用冊子購入（出前講座，街頭啓発用）

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）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 5                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,824          千円 20年度差 388             千円

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

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

平成24年度の消費者行政予算 9,544             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 720             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 8,819          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,772          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 10,591           千円

平成20年度の消費者行政予算 8,436             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 ひたちなか市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082210 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 737               695                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座用機材購入 242               200                   機材購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心に関する冊子作成 495               495                   委託料

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 商工会議所に委託し、食の安全・安心に関する冊子を作成する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発講座用にポータブルアンプ一式を購入する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 3                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,595          千円 20年度差 236             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 7,290             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 695             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 6,592          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,307          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 7,899             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,359             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 鹿嶋市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082228 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,386             2,240                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談業務の強化 3,969             2,040                相談員1名増員，勤務時間拡大等に伴う報酬の増

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民等に対する消費者教育・啓発活動 357               185                   教材作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等のレベルアップのための研修参加支援 60                 15                     相談員等の研修に参加するための旅費，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） 旅費，研修費を支給。

（強化） 相談業務等の強化のため，相談員等の研修参加を支援し，相談員等のレベルアップを図る。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名体制，うち１名は隔日勤務。

（強化） 相談員１名を増員し３名体制にするとともに，勤務時間拡大等により，相談業務等を強化。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 手作り資料での出前講座（消費者教育）の実施や消費生活展における啓発を実施。

（強化） ＤＶＤを利用する等，出前講座（消費者教育）を充実する。また，啓発物品の配布等，啓発活動を強化する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       3,969             

2       1,976             

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 2,143          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,835          千円 20年度差 3,325          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,040             千円

平成24年度の消費者行政予算 7,075             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,240          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 112               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,692          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,646          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 7,338             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,510             

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 ○ 相談員の資質向上のため，積極的に研修参加に対する支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 潮来市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082236 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 601               450                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品、啓発冊子等の作成配布 338               200                   購入費：講座図書・チラシ、パネル、啓発ビデオ

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 263               250                   検査機器のメンテナンス費用、検査用消耗品

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 貸与された検査機器を活用し、学校給食用食材の放射性物質の検査を実施する。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発パネル作成・展示、啓発用リーフレットの全戸配布、啓発物品の配布等により消費者被害の未然防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 137             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,101          千円 20年度差 43              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 2,551             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 1,964          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,551             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,058             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 守谷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082244 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者団体の活動支援 150               150                   

合計 - 3,429             1,808                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 2,372             1,206                相談員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発の実施 295               140                   出前講座啓発用品（くら豆購入代）

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 252               252                   検査機器の構成費用、消耗品等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 360               60                     相談員国セン，県主催研修参加に伴う旅費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員レベルアップ研修のための費用

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）

（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） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 勤務時間９：００～１６：３０（勤務時間６．５時間）相談員２名週６体制

（強化） 複雑化する相談に対応するため，相談員３名週９体制，PIO-NETへの入力を迅速に実施

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） 食品中の放射性物質物質検査を実施。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座受講者用（暮らしの豆知識」購入代

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） なし

（強化） 消費者団体が行う啓発活動を支援するためr。啓発チラシ等を作成・提供する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,316             

2       1,112             

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 815             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,750          千円 20年度差 1,086          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,206             千円

平成24年度の消費者行政予算 6,558             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,808          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,935          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,736          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,671             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,664             

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 研修費用等を支給する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 交通費，社会保険料を支給する。

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 常陸大宮市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082252 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 240               200                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用物品の作製 200               180                   印刷製本費（パンフレット）の作製

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加支援によるレベルアップ 40                 20                     旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 茨城県消費生活センターの研修に参加

（強化） 上記に加え国民生活センター等開催の研修に参加

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法被害防止のための啓発用物品を作製配布し強化を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 23              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,557          千円 20年度差 -168           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 1,757             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 1,534          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,540          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,074             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,725             

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 ○ 国民生活センター等で開催の研修会に参加させるための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 那珂市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082261 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,813             883                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を増員し、相談員不在日をなくす 1,367             683                   非常勤相談員の報酬及び通勤手当

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 446               200                   悪質商法被害防止グッズ等

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名（月・水・金）を配置している。

（強化） 相談員２名（月・火・水・木・金）を配置し、平日の相談員不在日をなくす。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法防止のための啓発グッズ

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,367             

1       1,248             

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 712             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,735          千円 20年度差 -641           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 683               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,618             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 883             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 2,023          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,940          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,963             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,376             

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 ○ 国民生活センター等で実施される研修参加良否を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 筑西市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082279 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者団体への消費者展開催業務の委託 100               100                   消費者展開催委託料（100千円）

合計 - 4,592             4,138                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員報酬・費用弁償（１名） 842               388                   相談員報酬（7,300円/日）、費用弁償（通勤手当640円/日）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者問題啓発チラシの全戸配布、団体貸出・出前講座
用の啓発教材の整備

192               192                   
啓発チラシ作成(152千円）、消費啓発DVD・ﾜｲｱﾚｽｱﾝﾌﾟ用ﾁｭｰ
ﾅｰ購入（40千円）

⑭商品テスト強化事業 3,000             3,000                放射性物質検査機器の購入

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 食と放射能に関する講演会の開催、周知チラシの作成 450               450                   
講師謝金(204千円）、周知チラシ（150千円）、啓発パンフレット
購入（96千円）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修 8                   8                      研修会等参加経費



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・県が主催する研修会の参加支援

（強化） 国・県が主催する研修会に相談員が積極的に参加できるよう、参加支援を強化する。

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）

（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） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名、消費生活センター開所日を週３日。

（強化） 平成２２年４月から相談員を２名に増員。平成２４年度からは、消費生活センターの開所日を週４日から５日に拡充し、相談窓口の強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 消費者の食品等に対する不安を解消するため、放射性物質検査機器を整備し、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） 食品等の安全・安心に関する講演会を開催し、消費者への情報提供、広報啓発を強化する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） チラシを作成し、消費問題の啓発を実施

（強化） 消費啓発のためチラシを作成し、全戸配布を行う。また、団体貸出や出前講座で使用する啓発DVD教材を整備する。

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） なし

（強化） 消費者の目線に立った消費者展を開催するため、消費者団体に運営業務を委託する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       842                

1       636                

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 733             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,452          千円 20年度差 708             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 388               千円

平成24年度の消費者行政予算 6,590             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,138          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 1,719          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,312          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,031             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,744             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談員増による業務の軽減

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） リーフレット・グッズによる消費生活センターの住民への周知 692               -                      

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 坂東市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082287 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,074             1,260                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の増員 2,195             1,060                相談員人件費106日×10000円

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者向けチラシ・消費生活啓発チラシの配布 897               200                   啓発チラシの作成4000枚×50円

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食に関する講習会講演会の実施 880               -                      

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談員の相談技術向上のための弁護士への謝礼 126               -                      

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） 研修への相談員の派遣 284               -                      



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） H20年6月から相談員1名を配置し、週4日相談業務を実施。

（強化） H22年4月から相談員を1名増員し、週5日相談業務を実施するなど、相談体制を強化。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者の悪質商法被害防止や多重債務問題の防止啓発を実施

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,195             

1       1,218             

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 4,448          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,656          千円 20年度差 5,588          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,060             千円

平成24年度の消費者行政予算 8,916             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,260          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,208          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,730          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 9,938             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,068             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの相談内容を周知する。 78                 書籍、消費生活センターの案内パネル購入経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 稲敷市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082295 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,357             401                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員増員及びＰＩＯ-NETへの即日入力の対応に努める。 811               201                   相談員勤務日数の拡大による報酬、費用弁償の経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 地域ごとの出前講座をし、オレオレ詐欺防止に努める。 399               200                   啓発物品・リーフレット作成の購入経費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 消費者からの相談に対応できるための研修参加支援。 69                 研修に参加するための経費



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）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名を配置し、週３日相談窓口を開設。

（強化） 相談窓口開設週３日から週４日に拡大したことにより相談員を増員する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者向けの悪質商法被害防止のための出前講座を実施し、さらに民生委員および消費者団体を対象に出前講座実施。

（強化） 消費者、高齢者の被害防止のため、出前講座の強化、啓発物品等やリーフレットの作成をする。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       811                

1       300                

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 951             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,716          千円 20年度差 912             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 201               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,117             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 401             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 1,765          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,584          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,349             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,804             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費者相談者の対応し、情報収集や助言をするための研修参加支援をする。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

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）

国セン 県が主催する研修会に参加し 相談員のレベル

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談業務に必要な書籍の購入および広報チラシを発行す
る

80                 80                     執務参考資料購入、周知広報年1回発行

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 かすみがうら市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082309 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,233             795                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談日5日間の内、1日を2箇所で相談業務をおこなうた
め、相談員を1名増員する。

875               437                   相談員報酬及び交通費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発資料・グッズの購入 80                 80                     啓発・教育資料及びグッズ購入

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査を実施する。 158               158                   検査機器のメンテナンス費用

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）
国セン・県が主催する研修会に参加し、相談員のレベル
アップを図る

40                 40                     研修旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の研修参加を年2回支援。

（強化） 国セン等の研修支援を県外１０回に強化する。

⑨消費生活相談窓 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）

パーテーション、相談用テーブル、ファックス等を購入し、また案内看板を設置し相談環境を整備した。センター周知用チラシを作成（年2
回）し、全戸配布を行った。

（強化） 執務参考図書を購入し、センター周知用チラシ（年1回）を全戸配布する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） H20年6月から相談員1名を配置し、週3回相談窓口を開設。

（強化） H21年11月から相談員を1名増員し、週5日（金曜日は2箇所）相談窓口を開設し、相談体制を強化する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） なし

（強化） 貸与された放射性物質検査機器を活用し、食品中の放射性物質の検査実施する。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者啓発チラシ（年1回）の作成。

（強化） 消費者啓発用物品を購入し、市民祭等のイベントにおいて配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       875                 

1       648                 

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

2 人

前年度差 826             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,297           千円 20年度差 -502            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 437               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,092             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 795             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 1,471           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,475           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,946             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,799             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2     人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加支援 85                -                     

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知に係る備品の拡充 126               -                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 桜川市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082317 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,040            2,298                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 多重債務問題庁内連絡会議の開催 30                -                     

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の勤務日数を拡充 2,564            1,248                消費生活相談員報酬・費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発の強化 577               400                  パンフレット・啓発品購入費

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 253               250                  放射性物質検査に係る環境整備費用、消耗品等

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 食の安全・安心に関する講演会等の開催 405               400                  講師謝金、啓発冊子等の作成等

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） なし

（強化）
一元的相談窓口緊急整備及びPIO-NET導入に伴い，事務量の増加のため消費生活相談員の勤務日数を拡充。消費生活相談員
（H21.6及びH22.7配置）の報酬等。

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） 食品等の放射性物質検査を実施するための環境整備等を行う。

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） なし

（強化） 食の安全・安心に関する講演会開催、啓発冊子の作成配布等により、消費者への啓発を実施する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
出前講座・街頭キャンペーン等で使用する啓発品等を作成し，消費者教育・啓発活動を行い市民への知識の向上・消費者教育の強
化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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      2,135             

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

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      2,564             

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

人

2      人

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

前年度差 1,664          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,904          千円 20年度差 1,729          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,248            千円

平成24年度の消費者行政予算 4,202            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,298          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 240            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,044          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,284            千円

平成20年度の消費者行政予算 175               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター　住民周知用作成費 100               -                      

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 神栖市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082325 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,576             1,336                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者啓発推進員の雇用経費 2,616             1,136                

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会、出前講座等の開催経費 800               200                   

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修旅費 60                 -                      



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員３名(週３日勤務）が交代勤務を行っている状況下では，消費者教育・啓発業務を強化することが難しい。

（強化） 消費者啓発推進員を採用し，消費生活相談員との協力により，年齢層に応じた消費者教育の強化拡充を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 専門的知識を有する講師や団体との連携を強化し,。教育教材を活用し啓発事業を実施する。

（強化） 出前講座の対象者の拡充、回数の増加を図り、啓発事業を充実させる。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,616             

1       1,470             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 3,205          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,272        千円 20年度差 6,290          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,136             千円

平成24年度の消費者行政予算 13,608           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,336          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 9,067          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,556          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 12,623           千円

平成20年度の消費者行政予算 5,982             

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 ○ 出勤すべき人数を従来よりも多くし、研修に参加しやすい体制とした。

③就労環境の向上 ○ 1日の勤務時間を7時間から6時間とし、相談窓口開設時間を2交代制で執務

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬から月額報酬へ変更、実質的に報酬単価の増額

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 行方市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082333 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 765               400                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育に係る講座・講演会、及びイベント時の啓発 517               300                   講師謝礼、消費者教育リーフレット・啓発用グッズの作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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、県における相談員及び行政職員の各種研修受講 248               100                   研修受講旅費、受講手数料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国セン、その他関係機関が実施する研修、セミナーへの参加を支援する。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者教育啓発用品、リーフレットの作成及び消費者セミナー、出前講座等を開催する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 2,132          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,860          千円 20年度差 4,616          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 5,260             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,728          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,827          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,555             千円

平成20年度の消費者行政予算 244               

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 ○ 相談業務の拡充及び相談員後継者を育成を目指し、相談員を増員する。

②研修参加支援 ○ 相談員が希望する研修に積極的に参加できるよう日程調整する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター周知 120               -                      センター周知チラシ６円×20,000部

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 鉾田市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082341 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,538             710                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 窓口一元化に伴う相談員の配置 1,960             510                   相談員報酬等（相談員1名減による）

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 320               200                   啓発グッズ50円×4,000個　啓発チラシ6円×20,000部

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員等の各種研修への参加支援 138               -                      受講料・県外研修2泊×3回



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員のレベルを向上させるため研修会への参加を積極的に支援する。

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） 相談室を仕切る可動式パーテーションの設置、パンフレットスタンドの設置、センター周知チラシの作成

（強化） センター周知チラシの作成

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）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活センター週4日の相談業務

（強化） 24年3月に相談員（1名）の退職により、Ｈ24年4月から相談員3名体制を2名体制に変更。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシや啓発物品を作成、配布し、消費者被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,015             

1       1,152             

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 840             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,291          千円 20年度差 -509           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 510               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,001             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 710             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 1,451          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,029          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,480             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,800             

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・県等が主催する研修会等に出席するための旅費負担等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談員の増員

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 3      人

3      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 つくばみらい市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082350 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 225               200                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民の消費者教育及び啓発 194               174                   冊子購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加支援 31                 26                     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） 消費生活相談員が3回の研修へ参加。

（強化） 消費生活相談員または消費者行政担当者が5回の研修へ参加。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市ホームページ及び広報紙で啓発。

（強化） 市センター名入の「くらしの豆知識」を購入し，新成人及び市内公共施設，出前講座時に配布。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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 -27             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,116          千円 20年度差 3,551          千円

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

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

平成24年度の消費者行政予算 5,316             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 5,143          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 561             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,704             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,565             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員が参加を希望する研修の旅費，研修費を支援。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書購入 30                 30                     執務参考図書資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 小美玉市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 082368 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,520             1,960                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 3,120             1,560                相談員2名の報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用チラシ、啓発グッズの購入 370               370                   啓発用チラシ、グッズの購入

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） 消費生活センターの更なる周知を図るため、センター案内に係る啓発グッズを購入。

（強化） 相談員の知識向上のため、参考図書を購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 平成21年11月に消費生活センターを開設し、相談員2名を配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシやグッズを配布し、消費者意識の高揚を図る。くらしの豆知識を消費者団体や民生委員等に配布する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,120             

2       2,184             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -1,575        千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,701          千円 20年度差 2,085          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,560             千円

平成24年度の消費者行政予算 4,661             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,960          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 4,276          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 906             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,182             千円

平成20年度の消費者行政予算 616               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 茨城町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 083020 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,431             1,860                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の人件費（１名） 2,924             1,460                相談員の報酬，費用弁償，共済費等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 回覧板の作成，啓発チラシの作成 456               380                   回覧板の作成，啓発チラシの作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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 51                 20                     研修旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員及び行政職員のレベルアップを目的とした研修やさまざまな知識を得るためのセミナー等への参加を支援する。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成22年4月から相談員1名を配置し、相談業務を開始。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） センター啓発のため回覧板作成，高齢者及び若年者への啓発チラシ作成

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,924             

1       1,488             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,560          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,544          千円 20年度差 3,434          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,460             千円

平成24年度の消費者行政予算 5,404             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,860          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,984          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,346          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,330             千円

平成20年度の消費者行政予算 110               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 大洗町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 083097 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,682             1,035                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 1,293             646                   相談員人件費×1/2

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓蒙品を配布し，意識啓発やセンターのＰＲを行う 347               347                   クリアケース@350×600個，メモ帳@200×600冊

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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，及び相談担当職員の研修参加支援 42                 42                     （県外）@12,000×3回　（県内）@1,000×6回



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県内外で実施される相談員の研修のほか，商品，食品等の安全性に関する説明会等に参加させ，相談員のスキルアップを図る。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年4月より相談員１名を配置し，週３日の相談窓口を設置。平成22年4月からは相談日を週５日に拡充している。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町民の消費生活に対する意識啓発，センターの利用促進を図るため啓蒙品をイベント等で配布する。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,293             

1       1,260             

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 647             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 719             千円 20年度差 641             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 646             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,754          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,035          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 72              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,596          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,668          千円

平成20年度の消費者行政予算 78              

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 ○ 基金を活用することで遠隔地の研修に参加できるようになる

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口（消費生活センター）の周知、整備 106               50                     消費生活相談窓口周知パンフレット作成費・参考図書購入費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 城里町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 083101 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,692             604                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置 1,224             204                   消費生活相談員報酬等

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 327               320                   啓発用パンフレット・ノベルティ作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修参加の支援 35                 30                     相談員が研修に参加する際の旅費・受講料等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員が研修に参加する際の旅費や受講料等を支給、し支援する。

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） 消費生活相談窓口（消費生活センター）周知用リーフレットの作成、町内全世帯配布。参考図書の購入。

（強化） リーフレットを作成し町内各世帯に配布することで、相談窓口（消費生活センター）の周知を図る。参考図書を購入し、窓口の充実を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 平成２２年４月から相談員１名を配置し、週１日の相談業務を開始。平成２３年度から相談日を週３日に拡充し、相談員を月１４日配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者向けのパンフレットを作成し敬老会等で配布すること、啓発用ノベルティを作成しイベント等で配布することで啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,224             

1       1,318             

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1,083          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,290          千円 20年度差 1,067          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 204               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,894             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 604             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 207             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,106          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,313             千円

平成20年度の消費者行政予算 223               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 東海村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 083411 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,674             934                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の勤務日数増加に伴う増加部分 1,474             734                   報酬・交通費の増加及び勤務日数増加に伴う共済費　734,000円

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発シール作成 100               100                   「訪問販売お断りお帰り下さい」シールの作成　100,000円

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員等の能力向上に向け研修参加支援 100               100                   担当者及び相談員の研修参加旅費費用弁償　100,000円



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） 自己負担での研修参加，外，公費では２年に１回，国セン研修または全国フォーラムのどちらかに参加

（強化） 国や消費者団体が開催する研修への参加機会を毎年度とし，参加にかかる旅費・負担金等を支援する。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名　一人当たりの勤務日数週３日　　２名体制の相談日は週１回

（強化） 相談員２名のうち１名の勤務を週３日から週５日へと２日増加　　２名体制の相談日を週３日確保する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし（ちらしの展示・回覧のみ）

（強化） 悪質訪問販売業者に対する消費者の意思表示が重要であることを啓発する為，「お帰り下さい」シールを作成し高齢者を中心に配布する

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,474             

1       588                

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 777             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,852          千円 20年度差 610             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 734               千円

平成24年度の消費者行政予算 4,786             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 934             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,075          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,534          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,609             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,242             

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 ○ レベルアップに向け国や消費者団体実施の研修に参加する為の旅費・負担金を支

③就労環境の向上 ○ 出勤日数増加相談員については社会保険・雇用保険への加入

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入，事務用品等の購入 60                 5                      参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 大子町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 083640 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,275             775                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬，費用弁償 548               279                   相談員1名の報酬及び費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発物品作成 450               352                   消費者啓発物品（タオル，プランター）作成

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 96                 96                     検査に係る環境整備、消耗品

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加者支援 121               43                     研修参加旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政に従事する者の研修参加の支援。

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） 平成23年度大子町消費生活センター設置に係る周知。相談室の図書及び備品(シュレッダー，ICレコーダー)の購入。

（強化） 相談室の図書の購入。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員による相談窓口の開設。

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） アコーディオンカーテンを設置し、放射性物質検査を実施するための環境を整備。

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） 啓発チラシ，啓発グッズの作成配布。

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       548                

1       318                

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 499             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 535             千円 20年度差 465             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 279               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,310             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 775             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 36              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,089          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,125             千円

平成20年度の消費者行政予算 70                 

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 ○ 国セン，県開催の研修会への参加支援(国セン/年1回3日間，県/7回)

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 美浦村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 084425 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,438             1,190                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員（平成22年4月～） 488               240                   相談員人件費等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育啓発用物品の作成購入 180               180                   啓発物品等購入費

⑭商品テスト強化事業 食品中の放射性物質検査の実施 250               250                   検査機器のメンテナンス費用

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 食の安全・安心講演会の開催、警察冊子の作成 500               500                   冊子作成、講師謝礼

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）

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） 国民生活センター及び消費生活センター主催の研修へ参 20                 20                     研修旅費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター及び県消費生活センターが主催する研修参加への支援強化。更なる相談処理能力向上を図る。

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員1名を配置し、週３日消費生活相談を実施。

（強化） 多様化・複雑化する消費生活相談業務を円滑に実施するため、H22年4月から相談員を1名増員し、2名体制で相談業務を行う。

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） 食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全・安心の確保に努める。

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） 食の安全・安心について講演会を開催する。また、啓発冊子を作成し、出前講座等において啓発に努める。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 地区老人会や健康教室等さまざまな集まりに出向き、啓発用資料等を使い出前講座を行い消費者教育の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       488                

1       480                

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 287             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,537          千円 20年度差 -535           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 240               千円

平成24年度の消費者行政予算 2,727             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          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 1,250          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,370          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,620             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,072             

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消費生活センター主催の研修参加費用の支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

2      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センターの一層の機能充実をはかり、消費生活
センターのPRに努める

187               80                    
消費生活センターPRのためにうちわ、クリアーファイル等啓発
物品作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 阿見町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 084433 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士と相談員が連携し、無料法律相談会を開催 72                72                    弁護士への謝金

合計 - 1,932            838                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引き
上げるとともに、平成23年度から新たな相談員を1名配置

1,597            638                  報酬、費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の国等主催研修への参加支援（3名） 76                48                    旅費、研修費、教材費、受講料等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修参加のみ支援。

（強化） 国セン開催の研修に相談員3名を参加できるよう支援、また消費者団体主催などの研修会へも参加支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） センター周知チラシの全戸配布、パソコン、相談用テーブル、パンフレットスタンド等を購入し、相談体制を充実強化した。

（強化） センターの認知度が低いため、センター周知用物品を作成し、消費生活センターの周知強化を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 平成20年度は専門相談員2名配置。平成21年度より消費生活センター週5日の開設を専門相談員5日の対応とした。

（強化）
23年4月からは、あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引き上げるとともに、相談件数の増加に対応するため、新たに相談
員を1名配置した。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化） 弁護士と相談員が連携し、無料法律相談会を開催する。



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

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）

1 744

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       1,597              

1       744               

対象人員数
（報酬引上げ）

2       



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

前年度差 735             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 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,104          千円 20年度差 1,081          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 638               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,942            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 838             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 2,369          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,261          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,630            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,023            

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 ○ 国等主催の研修参加のため旅費等を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

人

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

消費 活相談員 配置 平成 年度末 相談員総数 人 平成 年度末 定 相談員総数



市町村事業計画様式 【様式４】

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） 10                 -                      執務参考資料

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 河内町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 084476 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 795               587                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬及び費用弁償 382               187                   相談員報酬（7,200円×50回=360,000円）・費用弁償（423円×50回=21,150円）毎
週火曜日の為月5回あり

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報媒体を活用した消費者教育及び消費者啓発活動 369               366                   消費者教育パンフレット・リーフレット・ＤＶＤ・啓発物品の作成及び購入

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加支援 34                 34                     研修参加者交通費・研修費・教材費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の知識向上を図るため、国・県等が主催する研修への参加に交通費・教材費等を支援する。

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） 消費生活相談窓口周知啓発物品、リーフレット等を作成。執務参考資料を購入し、体制強化を図る。

（強化） なし

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）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名を配置し、週1日相談対応を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止の為の教材（パンフレット・リーフレット・ＤＶＤ）及び啓発物品の購入等

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       382                

1       300                

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 256             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 423             千円 20年度差 418             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 187               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,010             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587             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 167             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 827               千円

平成20年度の消費者行政予算 5                   

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 ○ 研修参加時における交通費・教材費等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談機能向上のための執務参考資料の整備

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 八千代町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 085219 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） 放射性物質検査の実施 168               168                   放射性物質検査機器の移設費用

合計 - 808               688                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 240               120                   相談員の賃金（日額10,000円×月2回×12ヶ月）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発チラシ及び物品作成 400               400                   チラシ（10円×6,000部×3回）　物品（110円×2,000個）

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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） なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 今年度も八千代町消費生活センターを月2回開設し、相談員を配置して引き続き強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発の為、チラシ及び物品を作成して消費意識の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） 県から放射性物質検査機器を借り受け、食品等の検査を実施する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       240                

1       192                

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 120             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 167             千円 20年度差 120             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 ─ 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 120               千円

平成24年度の消費者行政予算 855               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 688             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 47              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 847               千円

平成20年度の消費者行政予算 47                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室移設 200               200                   相談用備品購入（パソコン、プリンタ、シュレッター等）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 五霞町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 085421 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 520               460                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員報酬 120               60                     消費生活相談員の報酬　日額10,000円×12か月

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 200               200                   出前講座用備品購入（プロジェクター、スクリーン）

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 相談者が相談しやすいよう相談室を移設し、窓口の拡充を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 多様化する消費者相談に対応するため、窓口を設置し相談員1名を配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座を開催し、消費者問題の啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       120                

1       84                  

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 100             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円 20年度差 94              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 60                 千円

平成24年度の消費者行政予算 565               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 620             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 625               千円

平成20年度の消費者行政予算 11                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 境町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 085464 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 520               460                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談窓口業務の強化 120               60                     相談員報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物及びチラシ作成による啓発、出前講座用機器購入 400               400                   啓発物品（ボールペン）、プロジェクター及びスクリーン、啓発用チ

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） Ｈ22.4から相談窓口（月1回）を開設し、相談員を配置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発物及びチラシにより広く周知・啓蒙。出前講座等実施に係るプロジェクター等機器の購入により相談事業の体制強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       120                

1       84                  

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 60              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 65              千円 20年度差 60              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 60                 千円

平成24年度の消費者行政予算 525               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 430             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 435               千円

平成20年度の消費者行政予算 5                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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



市町村事業計画様式 【様式４】

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 茨城県 市町村名 利根町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 085642 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 515               327                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置（平成22年4月～） 375               187                   相談員の報酬及び費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 120               120                   啓発物品等の購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 研修参加者支援 20                 20                     研修旅費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加

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）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談窓口を開設し、相談員の配置。（平成22年4月～）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発物の購入

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）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       375                

1       300                

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 -132           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 243             千円 20年度差 243             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 187             千円

平成24年度の消費者行政予算 570               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 327             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 375             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 447             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 512               千円

平成20年度の消費者行政予算

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

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

1      人

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

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


