
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

放射性物質安全対策及び農薬・ﾌｸﾞ毒安全対策

34,794               

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

13                     

相談員研修参加費（４人）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,468             情報紙作製・配布（年１回）、啓発用クリアファイル・紙芝居作製

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

-

308                   

580                   
弁護士謝金（追加：月１回、３時間）
司法書士謝金（月２回、３時間）

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 下関市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

相談業務図書

⑨消費生活相談窓口高度化事業

年度352012

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計 39,689           

悪質商法被害防止等の情報紙、啓発用クリアファイル・
紙芝居を作製

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）

115               

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

2,155             

業務資料の購入

639               
国民生活センター実施の研修に対して、相談員の参加を
支援するための旅費を支給する

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

測定機器購入費、機器維持管理費（検定・校正）、研修参加旅
費、
試薬類購入費等

35,312           32,479               

事業経費

自治体コード

事業の概要

-

1,414                 

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化） 国民生活センターが開催する研修に相談員を延べ４回できるよう旅費を支援する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

下関市で計上した予算内にて研修に参加（不足の場合は自費参加）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化） 相談業務に関する参考図書を購入する。

事業名

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

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）

業務用資料の購入

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

放射性物質及び農薬・ﾌｸﾞ毒の安全対策として、検査機器も含めた体制の強化。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

なし

（強化）

なし

法律相談を増やすとともに、司法書士による多重債務相談を行う。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

無料法律相談（週１回）

（強化）

悪徳商法被害防止のための情報紙を作製し配布する。また、啓発用クリアファイル・紙芝居を作製する。

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

追加的総費用

（強化）

（強化）
⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

自治体参加型

（既存）

参加者数

研修参加・受入要望

人日年間研修総日数

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

法人募集型

実地研修受入人数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円2,399          2,826          

平成20年度の消費者行政予算 12,391           

平成23年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

研修参加のための旅費を支援する。

千円

人

人

14,790         

処遇改善の取組

平成23年度末

平成24年度末予定

千円

千円

11,964         うち基金（交付金相当分）対象外経費

○

人

4      

4      平成24年度末予定

4      消費生活相談員の配置

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

①報酬の向上

千円

千円

千円

平成23年度末

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,282          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

49,584           

34,794         

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

相談員総数

15,246           

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 宇部市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 35042 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
・消費生活関連専門書の購入
・消費生活センターの広報・周知活動

3,675             3,675                

・消費生活関連専門書の購入費
・地元情報紙への広告料、地元ラジオ局でのCM、啓発番組の
広告料
・自治会に配布する消費生活センター啓発用回覧板の印刷費
・イベントで配布するティッシュの購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員、消費者行政担当者の研修旅費支援 303               303                   旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・助言 126               126                   顧問弁護士報酬

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 PIO－NET入力従事者を３名配置 346               346                   PIO－NET入力従事者の報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,450             4,450                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
消費生活関連専門書の購入。地域情報紙、ラジオを利用したセンターの広報・周知。回覧板、ティッシュ配布によるセンターの広報・
周知。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門相談員による消費生活相談を予算内で実施。

（強化） 迅速に相談処理を行うため、PIO－NET入力従事者を３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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       432                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

3       346                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,476             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,409             

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 2,561           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,915           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 346               千円

平成24年度の消費者行政予算 6,912             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,450           千円

前年度差 -99             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,462           千円 20年度差 53               千円

6      人

相談員数 4      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 4      人 平成24年度末予定 人

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

相談員数 2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定

④その他

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

③就労環境の向上 ○ 消費生活関連専門書の購入。



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 山口市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 352039 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの広報・周知活動、センター相談スペース整備 3,071             3,071                テレビスポットCM、地域情報誌への掲載料、バス車内アナウンス、看板
広告、センター用書棚等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修旅費支援 757               602                   研修旅費、研修参加負担金

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
・消費生活推進員及び消費生活推進リーダーの育成及び啓発活動
・大学サークルへの啓発活動依頼　地域のまつりでの啓発活動 2,440             2,085                

消費生活推進リーダーへの出前講座謝金及び保険料
啓発パンフレット、啓発グッズ等の購入、作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を1人増員（平成23年度から） 2,197             2,197                相談員の報酬、通勤手当、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 多重債務問題庁内窓口担当各課との連携強化のための研修 39                 39                    庁内窓口担当職員研修会の講師謝金、旅費、資料等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 8,884             8,374                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 市報及び消費生活推進員等による広報・周知活動

（強化） テレビCM、地域情報誌、バス車内アナウンス、看板広告を活用した広報・周知活動、センター相談スペースの整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・助言

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

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

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員を2人配置

（強化） 相談件数の増加やPIO－NET導入による事務量の増加のため、新たに相談員を1人配置（平成23年度から）

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

（強化） 多重債務問題庁内窓口担当各課との連携強化を図るための研修会開催



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,458              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

1       2,197              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 11,380           千円

平成20年度の消費者行政予算 4,314             

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 4,532           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,848           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 2,197             千円

平成24年度の消費者行政予算 13,039           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,374           千円

前年度差 133             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 4,665           千円 20年度差 351             千円

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 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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修会への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 萩市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 35044 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務所の改修、機材・事務用機器の設置 8,894             8,894                消費生活センター相談室整備工事費用

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員・相談員の研修への参加の支援 760               760                   旅費、研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者セミナー開催、啓発グッズ・パンフレット作成配布等 22,903           22,903               講師謝金・旅費、パンフレット・啓発グッズ費用、自動車購入費、マスコットキャラクター作成費用

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 33,973           33,973               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室2室

（強化） 相談室1室増設工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等開催の研修会に参加するための旅費を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者を対象にした啓発のためのセミナーを年1回開催

（強化） 開催回数を増加するとともに、新たに作成したパンフレット・啓発グッズを配布する。より消費者教育推進のための自動車購入費等及びマスコットキャラクター作成費用

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員1名

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,344              

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

2       1,416              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,297             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,252             

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 1,252           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,045           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成24年度の消費者行政予算 35,259           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 33,973         千円

前年度差 34               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 1,286           千円 20年度差 34               千円

2      人

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員が研修に参加するための旅費を支援する。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 防府市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 352063 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考書の購入 19                 19                    参考図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・担当職員の研修参加支援 219               219                   旅費・参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発 4,002             4,002                消費者啓発用冊子作成配布・地域情報誌広告料

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員２名増員 3,524             3,524                報酬・社会保険料（雇用保険料被保険者負担分を除く）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活無料法律相談 91                 91                    弁護士謝礼・交通費

合計 - 7,855             7,855                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 執務参考図書を購入し、機能強化を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（強化） 消費生活相談に係る専門研修等への参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座の開催や市広報等のよる啓発 

（強化） 啓発用冊子を作成配布、地域情報紙を活用した啓発

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 消費生活相談員を２名増員し、３名体制とする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 消費生活無料相談会を月１回程度実施

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,790              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

2       3,530              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 7,493             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,076             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,747           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,746           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,530             千円

平成24年度の消費者行政予算 8,838             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,855           千円

前年度差 -2,764         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 983             千円 20年度差 -1,093         千円

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 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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費・負担金の支援

③就労環境の向上 ○ 執務参考書の購入



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 300               

397               相談員の研修への参加支援

352071

事業経費

相談窓口の環境整備

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

消費者被害未然防止のための冊子作成、講演会の開催

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 下松市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

事業の概要

自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

1,583             --

300                   

120                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

弁護士への報酬（2時間×6回）

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

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

事務用機器の設置、路線バス車内放送によるセンター周知

旅費、受講料

会場使用料、看板設置

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）

150                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

190               

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）

576               

1,320                

200                   消費者月間記念大会



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者被害未然防止のための冊子作成及び講演会の開催

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

なし

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

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

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

高度に専門的な消費相談への対応力を強化するため、弁護士を活用

（強化）

（強化） 相談員及び相談担当職員の研修参加旅費の支援

（強化）

相談員1名の県内旅費のみ支援（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活センター設置（平成21年4月）に伴う事務所の整備

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

（強化）
⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

なし（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費者月間記念大会の開催のための会場使用料及び看板設置

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 820             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

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

平成23年度末

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

203             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

2,651           

千円

千円

千円

6,133             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,313           

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

1      

人

相談員数

1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

6,836             

1,320           

県内外の研修参加旅費の支援

千円

①報酬の向上

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

5,516           

1      相談員総数

1      

平成20年度の消費者行政予算 2,865             千円

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

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

210                   

弁護士謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 210               

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

報酬

印刷製本費、配送委託料

4,770             

年度

1,130             

-

弁護士等謝金

4,770                

352088

事業経費

自治体コード

対象経費

平成 24

弁護士等による無料法律相談会

都道府県名 山口県 市町村名

消費相談員の勤務時間の拡大（２名） 540                   540               

事業の概要

相談員、相談業務担当行政職員の研修への参加支援

岩国市

基金（交付金相当
分）対象経費

478                   

66                    

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

消費者被害防止のための啓発

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

旅費、研修負担金

2,346             

1,130                

備品購入費、ポスター印刷・配送・掲出料、ＣＭ作成放送料

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談資料・現地撮影用デジタルカメラ購入・センター周知
用ポスター作成掲示・センター周知ケーブルテレビＣＭ放
送

2,346                

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

478               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

緊急性の高い消費生活問題を中心に啓発パンフレットを作成し広く配布する。

相談員2名（週24時間勤務・週4日勤務）

（強化）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

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

（強化）

なし

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

（強化）

（強化） 相談資料・現地撮影用デジタルカメラ購入。センター周知用のポスターを作製し掲示する。センター周知・啓発用ＣＭを作成しケーブルテレビで放映する。

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

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

（強化）

広島市で開催される研修への参加支援のみ（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

なし

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（既存）

（強化）

相談員2名の勤務時間を週29時間・週4日勤務に拡充する。



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

自治体参加型

（強化）

（既存）

なし

参加者数 人

年間研修総日数 人日

市内各所で消費生活相談に関する無料法律相談会を開催し、地域における高齢者等への相談環境を整備するとともに、相談員を法律専門家との相談の場に同席させ資質向上を図る。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

実施形態

（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

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       520                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

540                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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

相談員数

2      

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

平成24年度末予定2      

2      

平成24年度末予定 相談員数

相談員数

2      

相談員数

相談員数

○

千円

千円

千円

5,062             

千円

千円

256             

2,151           千円

人

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

2,953           

遠方で開催される研修参加のための旅費を支援

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度の消費者行政予算 1,793             千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

20年度差 1,160           千円 前年度差 2,697           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 540               千円

千円7,723             

4,770           

①報酬の向上

相談員総数 4      人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

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

平成23年度末

人平成23年度末

平成23年度末 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 光市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 352101 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入、配布 868               867                   相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入、配布

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内、県外での研修参加 72                 72                    研修旅費、参加費(資料代等)

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 平成２１年度雇用の相談員１人を継続雇用及び相談員１人を10月から追加雇用 3,461             3,035                嘱託相談員基本給、通勤手当及び社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,401             3,974                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし。消費生活相談窓口を本課に併設

（強化） 相談体制強化のための参考図書や啓発用品の購入、配布

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県や国民生活センターが開催する研修会等に、相談員や兼務職員を参加させる

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年度から相談員1人を雇用（22年度から通勤手当支給、23年度から報酬月額を増額、24年10月から相談員1人を追加雇用）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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       2,372              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

2       3,035              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,649           千円

平成20年度の消費者行政予算 555             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 747             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,902           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 4,553           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,974           千円

前年度差 -168           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 579             千円 20年度差 24               千円

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 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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターが開催する研修会等に参加するための旅費を支出

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 長門市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 352110 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） レベルアップを図るための国民生活センター等が開催する研修参加 240               199                   相談員や担当職員が消費者行政に係る研修に参加するための旅

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発物品購入・配布 690               500                   消費者トラブルから市民を守るための啓発物品の購入・配布

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者相談窓口強化のための相談員の配置 1,409             1,409                非常勤職員に対する賃金、社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,339             2,108                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員及び担当職員の資質向上のため、国民生活センター等が開催する研修会参加のための旅費等支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

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

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,484              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

1       1,409              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,634             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 129             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,505           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 1,409             千円

平成24年度の消費者行政予算 2,339             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,108           千円

前年度差 102             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 231             千円 20年度差 231             千円

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 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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修会への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

               270
研修に参加することによって、消費者相談に必要な能力
を養成する。

事業経費

消費生活相談コーナーを設置することにより、相談者のプ
ライバシー確保や啓発資料の保存をする。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

消費者啓発チラシの作成・配布、参考図書をセンターに
備え付けること等により消費者意識の向上を図り、またセ
ンター開設１周年記念と銘打ち、イベントを開催することに
より、消費者啓発と悪質商法追放の機運を高め、「消費者
被害に遭わない街　やない」の実現を目指す。

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 柳井市 352128

               10,948

事業の概要

自治体コード

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）

               435

（交付金相当分）対象 対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

13,689           

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

設置工事費

旅費、研修参加負担金、高速道路使用料                   270

人件費、社会保険料
消費生活相談員を雇用することによって、消費相談に対
して迅速な対応やPIO－NETへの早急な入力を行なえる
体制を整える。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

                   435

うちわ作製費、専門書購入費、イベント開催経費（会場使用料、
デザイン委託料、啓発物品費、広報経費等）

13,609               

                1,956

           11,028

             1,956



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

消費生活相談員（有資格者）を配置。月１７日勤務。

（既存）

国民生活センター等の研修を活用し、多様化・複雑化する消費相談に対応でき能力を養成する。

なし

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

なし

（強化）
消費者啓発のためのうちわ等を作成し、効果的に対象者へ配布する。消費者向け講座を開催する（公民館講座を年１０回程度。また
老人サロン等の希望に応じても開催する。）センター開設１周年記念イベントを開催する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

なし

（強化） センター内の相談スペースを整備することで、相談者のプライバシーを確保できるようにし、相談資料の整理・保存機能も強化する。

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

（強化）

（強化）

なし

（強化）

（既存）

（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）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

（強化）

年間研修総日数

1,520              

対象人員数計 追加的総費用

1       

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ

人

法人募集型

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

人日

（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）

実施形態

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

1       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1,956              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費

13,731           

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,625           千円

人消費生活相談員の配置

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

平成23年度末

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数 平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定人

平成24年度末予定 相談員総数

千円

千円

千円

千円

千円平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

①報酬の向上

処遇改善の取組

1      

1      

千円

13,609         

国民生活センター主催の講座に参加

千円

平成23年度末

人

人

○

○ 相談資料の整理・保存機能の強化

1      相談員総数

57               

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

122             

平成20年度の消費者行政予算 65                 千円

3,703             

78               

44               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 1,956             千円

20年度差 前年度差千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

需用費　15、委託料　1,0001,015                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談員配置

⑬消費者教育・啓発活性化事業

都道府県名 山口県 市町村名 美祢市

事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

24

-

旅費　148　　負担金　25

2,132                2,132             報酬　1,680　　社会保険料　452

年度

1,015             

173               

352136

事業経費

自治体コード

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

3,320                -

平成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

173                   

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考資料購入、消費者相談窓口の案内コマーシャル作成

相談員研修参加支援

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,320             

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

相談員養成に必要な研修に積極的に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

研修等で配布された資料をもとに相談対応。市広報等に消費者教育及び啓発記事の掲載。

（強化）

予算の許す範囲で参加。

（既存）

（強化）

（既存）

事業名

（強化）

行政職員が兼務で相談対応。

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 相談対応のために必要な書籍及び資料の購入。市ケーブルテレビで消費者窓口の案内コマーシャルを放送。

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（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）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

相談員を配置し、相談に対応。（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

2,132              

1,488              

人

研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

人日年間研修総日数

1       

実施形態

自治体参加型

法人募集型

対象人員数計

1       

参加者数

（既存）

（強化）

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

2,161             

609               千円

相談員養成に必要な研修への参加支援。

①報酬の向上

1      

具体的内容

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

④その他

260             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,132             

平成23年度末

人

人

平成23年度末

-89             

相談員数

相談員数

1      

1      平成24年度末予定

平成20年度の消費者行政予算

千円

人

○

○ 相談対応に必要な書籍など購入。

平成24年度末予定うち委託等の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

処遇改善の取組

平成24年度末予定

平成24年度末予定

うち定数内の相談員 平成23年度末

千円260             

前年度差

平成23年度末

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）対象経費

3,840             

相談員総数

3,320           

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,901           千円

人

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

消費生活相談員の配置

520             千円

人

人

人

相談員数

平成23年度の消費者行政予算 千円

うち定数外の相談員

千円

20年度差

相談員数

相談員数

千円

人1      

千円

-                  

相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 山口県 市町村名 周南市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 352152 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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの整備と周知 2,291             2,291                バス車体広告、消火栓看板掲出、ラジオスポットＣＭ放送（広告料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修への参加支援 1,105             1,105                研修参加支援（旅費、負担金）

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,482             2,482                パンフレットの作成（印刷製本費）、講演会の実施（講師謝金）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名新規雇用・相談員1名勤務日数の拡大 2,949             2,949                相談員の新規雇用、勤務日数の拡大（嘱託報酬、社会保険料）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 9,079             9,079                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 掲示板の設置、展示パネルの購入、消費生活センター周知のためのバス車内放送等

（強化） 消費生活センター周知のためのバス車体広告掲出、消火栓看板掲出等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催研修への参加、国セン研修1名参加。

（強化） 専門相談員及び相談担当職員全員の研修参加　

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 専門知識を有する弁護士を活用し、消費生活相談への対応力を強化

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害未然防止のためのパンフレット作成、講演会の実施

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 1名消費生活専門相談員を新規雇用、10日/月勤務の相談員1名を17日/月勤務に拡大

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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       2,232              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

2       2,949              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成23年度の消費者行政予算 11,968           千円

平成20年度の消費者行政予算 4,287             

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 4,421           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,547           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,949             千円

平成24年度の消費者行政予算 13,487           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,079           千円

前年度差 -13             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 7      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 4,408           千円 20年度差 121             千円

7      人

相談員数 3      うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 4      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 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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修参加のための旅費を支援。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員の賃金等（1名）

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費、研修費等257                   

259                   相談室整備、プロジェクター設備1式及び執務参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 山口県 市町村名 山陽小野田市

--

平成 24

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

2,016                

啓発物作成及びセミナー開催講師謝礼

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

増加する消費相談業務等に対応するため、相談体制を強化する 977                   

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

高齢者向けの悪質商法被害防止啓発物の作成及びセミナーの開催

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

1,955             

4,034             

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）

252                   

542               271                   

352161

事業経費

23年4月に開設した消費生活センターの機能強化のため、必要な設備を購入する 518               

法律専門家への派遣依頼等委託料504               

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

年度

515               相談に従事する職員のレベルアップを目的とした研修会に参加することに
より、より複雑で高度な相談事例に対応することができるようになる。

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）

事業の概要

自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

（強化） 消費生活センターの設置による相談件数・出前講座依頼件数増加に対応すべく、相談スペースを確保し、プロジェクター設備一式を購入し、機能拡充を図る。また、執務参考図書を購入し、さまざまな相談事例に対応できるようにする。

（強化）

県開催の研修には旅費の支給なしで参加。

限られた相談スペース、器具、資料にて相談対応。

事業名

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

（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）

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

相談員を1名新規に配置し、今後増加が見込まれる消費相談業務に対応する。

なし

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）
⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

977                

1,899              

追加的総費用

法人募集型

人日

実施形態

参加者数

自治体参加型

実地研修受入人数

（既存）

（強化）

人

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1       

対象人員数計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

年間研修総日数

研修参加・受入要望

なし



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成20年度の消費者行政予算 64                 千円

千円

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

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

2,362           

①報酬の向上

千円

20年度差千円 前年度差2,298           

人

平成24年度末予定

処遇改善の取組

平成24年度末予定

千円

590             

○

○
執務参考図書を揃えることにより、様々な相談事例に対応出来るようにする。ま
た、出前講座の内容を、消費者が理解できるように説明するため、プロジェクター
設備一式を購入する

人

1      

平成24年度末予定

人 1      

平成23年度末

平成24年度末予定

977               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員総数

1,772           

千円

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

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

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1      相談員総数

4,104             

うち基金（交付金相当分）対象経費

4,378             

2,016           

相談員数

相談員数

1      人

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,332           千円

人消費生活相談員の配置 平成23年度末

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数平成23年度末

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

人

人

人

相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

353051

事業経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

町民全般を対象とした悪質商法・振込め詐欺・多重債務等の被害防止を目的とした講習会・相談会を開催

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 周防大島町

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

事業の概要

自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

120               --

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

120               

120                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

（強化）
⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

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

平成23年度末

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

100             

千円

千円

千円

272               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 152             

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

-      

人

相談員数平成24年度末予定

平成24年度末予定

272               

120             

千円

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

152             

-      相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 52                 千円

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

20                    

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）

20                    参考図書・資料購入

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

平成

事業の概要

自治体コード都道府県名 山口県 市町村名 上関町

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

消費生活相談窓口を環境整備し、相談事業を強化する。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

-20                 

353418

事業経費

年度

20                 

24

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

消費生活関係専門書購入費、備品購入費

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計

研修参加・受入要望

人参加者数

（既存）

実施形態

自治体参加型

追加的総費用

年間研修総日数

（強化）

法人募集型

人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

11               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差千円34               前年度差

63                 

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

処遇改善の取組

千円

平成24年度末予定

平成24年度末予定

千円

人

平成24年度末予定人

人

54                 

平成24年度末予定

千円

平成23年度末

12               

千円

千円

22                 

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 23               

人

平成24年度の消費者行政予算

-      

平成23年度末

人

相談員数

人

人

千円

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数

20               

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 40               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

353434

事業経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

高齢者等向けの悪質商歩被害防止パンフレット等の作成

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 田布施町

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

事業の概要

自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

270               --

5                      

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

265                   パンフレット作成・折込料

担当者職員研修参加旅費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

265               

270                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

高齢者等向けの悪質商法被害防止のためのパンフレット等の作成

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

（強化）

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

（強化）

なし（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

（強化）
⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 270             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

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

平成23年度末

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

10               

千円

千円

千円

345               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 75               

処遇改善の取組

人

平成23年度末

人

-      

人

相談員数平成24年度末予定

平成24年度末予定

345               

270             

千円

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

75               

-      相談員総数

平成20年度の消費者行政予算 65                 千円

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

パンフレット作成

42                    

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

平成

42                 42                    

事業の概要

自治体コード都道府県名 山口県 市町村名 平生町

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

悪質商法被害の防止を中心としたパンフレットを作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

-42                 

353442

事業経費

年度24

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

悪質商法被害の防止を中心としたパンフレットを作成し、町内に配布する。

毎月、町の広報誌で消費者問題の解決法を紹介し、消費者被害防止の啓発に努めている。

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数計

研修参加・受入要望

人参加者数

（既存）

実施形態

自治体参加型

追加的総費用

年間研修総日数

（強化）

法人募集型

人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差千円42               前年度差

84                 

千円

平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

処遇改善の取組

千円

平成24年度末予定

平成24年度末予定

千円

人

平成24年度末予定人

人

84                 

平成24年度末予定

千円

平成23年度末

-                

千円

千円

42                 

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 42               

人

平成24年度の消費者行政予算

-      

平成23年度末

人

相談員数

人

人

千円

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数

42               

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 42               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

消費者被害防止のための啓発

平成 24都道府県名 山口県 市町村名 阿武町 355020

66                    

事業の概要

自治体コード

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

66                 

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

啓発講座用グッズ･資料作成費、高齢者等へ配布のパンフレット作成費

66                    

66                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

なし

（強化） 高齢者等向けの悪質商法被害防止のためのパンフレット作成配布。啓発講座で使用する資料及び啓発グッズ作成。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

（強化）

年間研修総日数

対象人員数計 追加的総費用

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

人日

（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）

実施形態

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費

126               

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 113             千円

人消費生活相談員の配置

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

平成23年度末

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数 平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定人

平成24年度末予定 相談員総数

千円

千円

千円

千円

千円平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

①報酬の向上

処遇改善の取組

-      

千円

66               

千円

平成23年度末

人

人

-      相談員総数

-                

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

60               

平成20年度の消費者行政予算 60                 千円

173               

60               

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円
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