
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

事業経費事業の概要

平成 25022012都道府県名 青森県 市町村名 青森市 自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

353               職員・相談員の研修への参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業

地域住民を悪質商法から守るための勉強会への講師派遣

5,665             

消費生活相談員の増員及び勤務時間の拡大

「消費者教育の体系イメージマップ」に基づいた若者向け
のカリキュラムを作成し、高校生、短大生、大学生及び社
会人を対象に講座を開催するとともに、アンケート等の調
査を行い、イメージマップに基づいたカリキュラムの有用
性を検証するものである。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

報酬、社会保険料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 -

旅費、出前講座パンフレット・参考書籍(消耗品）282                   

旅費、参加負担金

282               

2,475             2,475                
教材購入費・講座開催費・教材の効果測定及びイメージマップ
有用性に関する調査費　・先進地調査・事務局経費

353                   

2,555             

5,665                

2,555                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

事業名

（強化）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

なし

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑦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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（強化） 職員・相談員の研修旅費、参加負担金を支援

（既存）

（強化）

（強化）

地域住民を悪質商法の被害から守るための勉強会への講師派遣及び講座用パンフレット・参考書籍の購入（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（強化）

（既存）

なし

なし

なし

相談体制の強化を図るために専任の消費生活相談員を２名から３名に増員するとともに勤務時間を拡大

（強化）

なし

若者に対する消費者教育を行い、本市の消費者教育推進に役立てるもの



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

3       2,276                      

参加者数

研修参加・受入要望

人

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人 千円2,555                      

対象人員数計

3       

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

費 相談員 成 度

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,605           

相談員総数

15,668           

うち基金（交付金相当分）対象経費

7,793           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員総数

千円

20年度差

5,665           

9,018           

千円

千円

千円

14,398           平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 985               

2,210           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 2,555             千円

千円 前年度差10,003         千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員 相談員数 1      

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24年度末

平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

3      相談員総数 人 人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

○

平成24年度末

人

人2      

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

消費生活相談員等レベルアップ事業を活用した研修機会の付与

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,023             2,023                
電気工事費用、事務用品等購入費用、センター周知ＣＭ放送
費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 弘前市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
センター移設による機能強化を図るため、事務室・相談室
の設置工事、事務用品購入、周知を行う。

自治体コード 022021 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,450             2,450                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用リーフレットの購入 300               300                   消費者被害防止のリーフレット購入費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員・相談員のレベルアップのため研修会に参加する。 127               127                   旅費、研修参加費用

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 市役所分庁舎にセンターを開設している。

（強化） センターを土手町分庁舎から駅前分庁舎へ移転し、相談機能の強化・拡充するとともに、市民へのセンター周知を図る。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発用リーフレット等の購入。

⑦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） 担当職員・相談員の研修参加



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

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 430             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,844           千円 20年度差 147             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2５年度の消費者行政予算 8,294             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,450           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 5,414           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,670           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,084             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,697             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 022039 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 八戸市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 広域相談の実施に伴う機器整備及び地域住民への周知 969               968                   備品購入費、広告費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加に係る経費の支援 109               108                   研修参加旅費、研修教材費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の報酬引き上げ及び時間外手当に係る
経費

1,492             745                   相談員報酬、社会保険料等（報酬引上げに係る分）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

教員を対象とした消費者教育研修の実施 83                 82                     講師謝礼、講師交通費、研修教材費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

①地域で高齢者等の見守りを行う「消費者アシスト隊員」
の養成・フォローアップ講座の実施
②地域で消費者啓発活動を行う「消費者啓発員」への活
動グッズ等支援
③市民講師による出前消費者講座の実施

2,914             2,914                
講師謝礼、講師交通費、研修教材費、郵送料、会場借上料、委
託料

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

消費者意識について学ぶ事業者向け研修会の実施 600               599                   講師謝礼、講師交通費、研修教材費、郵送費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,167             5,416                -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 平成25年度から新たに消費生活相談窓口の広域化に向けて取り組む。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） 国民生活センター等が開催する研修に年1回程度参加できるよう旅費を支援
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センター等が開催する研修に年1回程度参加できるよう旅費を支援。

（強化） 国民生活センター等が開催する研修への参加回数増（東京都ほか年５回程度）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の時間外勤務手当と報酬引上げ分の経費を措置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 教員に消費者知識や消費者教育の大切さについて学んでもらい意識の向上を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化）
①地域において高齢者等の見守りを行うための体制を作る。
②地域で啓発活動を行う「消費者啓発員」へ支援を行い活動の活性化を図る。
②消費者啓発に特化して活動できる団体に高齢者向け出前講座を委託し、啓発活動の強化を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存） なし

（強化） より高い消費者知識や消費者目線を持って事業活動を行う事業者の育成を図る。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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       288                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

対象人員数計 追加的総費用

3       1,492                      



５．消費者行政予算について

※25年度当初予算。なお、969千円を補正する予定。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 7,774             千円

平成2４年度の消費者行政予算 16,170           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,275           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 187               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,895         千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,222           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,416           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 187               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 558               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,806           千円 20年度差 32               千円 前年度差 -6,089         千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 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 ○ 消費生活相談員報酬の増額

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修に参加するための旅費を支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 黒石市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 022047 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,608             1,608                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 1,512             1,512                高齢者向けの小冊子購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の研修への参加 96                 96                     旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 高齢者向けの悪徳商法被害防止のための小冊子を各世帯に配付。

⑦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） 国民生活センター開催の研修に職員１名参加



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -1               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -                 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2５年度の消費者行政予算 1,608             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,608           千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 96               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 97                 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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 五所川原市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 022055 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,420             3,770                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発事業 1,827             1,827                啓発用パンフレット及び啓発用品の購入費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 各種消費者行政研修への参加 295               295                   研修参加の旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員（臨時職員）の雇用により相談体制を強化 3,298             1,648                相談員の人件費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員（臨時職員）の雇用により、相談体制の強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活被害防止を呼び掛けるためのパンフレット等の購入、配布

⑦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） 職員並びに相談員（臨時職員）の相談技術の向上を図るための各種研修等への参加



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．消費生活相談体制整備事業（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       3,906                      

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       3,298                      

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 -74             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,616           千円 20年度差 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 1,648             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,386             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,770           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 2,690           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,971           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,661             千円

平成20年度の消費者行政予算 111               

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（臨時職員）の研修参加の旅費支給

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

637               637                   参考図書購入費、広告費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 十和田市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活センターの新設に伴う住民への広報、参考図書
購入

自治体コード 022063 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,371             2,456                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活啓発展示会の開催 443               443                   委託費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者団体の活性化に向けた取組を支援 400               400                   旅費、需要費、通信費、備品購入費、研修費、啓発活動費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員等の国民生活センター研修への参加支援 62                 62                     旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を常時配置し、週5日の相談を実施 1,829             914                   非常勤職員報酬、社会保険料(基金活用は2分の1)

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活に係る相談窓口の強化を図るために必要な執務参考図書の購入

（強化） 消費生活センターを新設し、相談窓口の機能強化を図る。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化） 消費者団体の活性化に向けた取組を支援する

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 常時相談員を配置し、週5日の相談を実施する

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活啓発展示会を開催する

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センターへの研修へ職員1名を1回参加させる



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．消費生活相談体制整備事業（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       1,409                      

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

1       1,829                      

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 -7               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,008           千円 20年度差 734             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 914               千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,464             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,456           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 1,015           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,717           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,732             千円

平成20年度の消費者行政予算 274               

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 ○ 相談員の参加を支援

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 三沢市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 022071 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 503               503                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用冊子等を配布し、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。

313               313                   啓発パンフレット購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の研修会参加を支援。 190               190                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 市民への消費者教育・啓発のためのパンフレットを購入し配布する。

⑦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） 消費生活相談窓口担当職員のレベルアップを図るため、研修会に参加させる。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 1                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 22               千円 20年度差 -88             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2５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 503             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 21               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 271               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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 022080 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 むつ市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
むつ市及び下北地域の消費生活相談窓口として広域的
に実施するための整備を図る。

978               978                   
広報用グッズ、チラシ、相談受付カウンター修繕、
消費生活相談員増員分備品

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員が県内外で行われる研修に参加し、相
談等に対応するためのレベルアップを図る。

205               205                   旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員を引き続き配置することにより、消費生活
相談窓口の維持及び強化を図る。

1,897             949                   報酬、社会保険料、通勤分費用弁償

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,080             2,132                -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） むつ市及び下北地域の消費生活窓口として広域的に実施するための体制整備を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員が県内外で行われる研修に参加し、相談等に対応するためのレベルアップを図る。

（既存）
⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名を配置し、消費生活相談窓口の強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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       1,435                      

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,897                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 627               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,535             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,158           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 1,377           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,576             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,132           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 948               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 444             千円 20年度差 -183            千円 前年度差 -933            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 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24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する研修会へ参加するための旅費を支給

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）

自治体コード 022098 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 つがる市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員のレベル向上のための研修参加を支援 150               150                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発チラシの作成・配布 320               320                   印刷費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 470               470                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 専門研修等への参加により担当職員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者情報のチラシを作成し、社会福祉協議会等と協力して直接的周知及び呼びかけをできる体制を築き、問題解決に結びつける。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 8                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 162               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 154             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                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 470               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 470             千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -8               千円 前年度差 -8               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

自治体コード 022101 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 平川市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止のための講演会 400               400                   講演料（講演料、旅費、借上料、リーフレット代含む）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 400               400                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）
⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者力の向上を目的とする講演会を開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 8                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 8                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 407               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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7                 千円 20年度差 -1               千円 前年度差 -1               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 平内町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 023019 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 818               818                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者トラブルを未然に防ぐため、消費者教育・啓発のた
めのパンフレット等を住民に配布する。

653               653                   啓発パンフレットの購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談に従事する職員のレベルアップを図るた
め、研修に参加させる。（２名）

165               165                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者トラブルを未然に防ぐため、消費者教育啓発のためのパンフレットを購入し住民に配布する。

⑦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） 相談窓口担当職委員が消費生活相談員養成講座へ参加しレベルアップを図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 2                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                 千円 20年度差 #VALUE! 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2５年度の消費者行政予算 820               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 818             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 -                  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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

16                 16                     執務参考資料購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 外ヶ浜町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費者生活相談に対応するための執務参考資料の購入

自治体コード 023078 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 280               280                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者問題に関する小冊子を購入し、各世帯に配布 258               258                   毎戸配布用小冊子（3,500部）購入代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修への参加 6                  6                      旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 職員が相談業務に対応

（強化） 執務参考資料購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための小冊子を毎戸配布

⑦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） 担当職員を研修に参加させる



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -                 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2５年度の消費者行政予算 280               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 280             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 -                  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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 深浦町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 023230 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 520               500                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

高齢者等の消費者被害防止を図るため、啓発用品を作
成し配布する。

520               500                   啓発用物品購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発物品を購入し、住民に配布する。

⑦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）



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

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 -34             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 520               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             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 54               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 405             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 459               千円

平成20年度の消費者行政予算 15                 

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 023621 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 大鰐町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修参加 32                 32                     研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 業務を円滑に実施するための人的整備 1,690             845                   相談員の賃金・社会保険料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発活動 325               325                   リーフレットを配布・冊子の製作

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,047             1,202                -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 相談員のレベルアップを図るための研修参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止を図るためのリーフレットの作成・配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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       1,891                      

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,690                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,831             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 925             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 906             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,047             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,202           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 845               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 845             千円 20年度差 845             千円 前年度差 -61             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 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24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 県等で行う研修会への参加

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 田舎館村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 023671 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 656               656                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育推進法施行を踏まえ、住民の消費者問題等へ
の関心を喚起するため、暮らしの豆知識を毎戸配布する。

656               656                   
201４年版 くらしの豆知識（毎戸配布）（発行者名義差替印刷）
252円×2,600冊＝655,200

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害を防止するため、消費者への啓発事業を強化し、地域住民の消費生活に関する安心確保に努める。

⑦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）



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -4               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2５年度の消費者行政予算 656               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 656             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 4                  

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 青森県 市町村名 鶴田町 023841自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑧消費生活相談体制整備事業

リーフレット等による広報活動・地域の代表者等への研修会

⑦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地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 5,745             -

家庭生ごみの組成を調査することで食品ロスの実情を把
握し、その調査結果を周知啓発の前後で消費者の認識
や行動がどのように変化したか等を調査するもの

リーフレット・啓発用品購入費、研修会開催に係る会場等借上
げ料

335                   

消費者行政に係る研修に参加 10                 

335               

5,400             

-5,704                

10                     

5,359                報償費、旅費、消耗品費、委託料

旅費⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

なし

家庭系食品ロス実態調査事業

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

⑦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）

（既存）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） 担当職員の研修会への参加

（既存）

（既存）

なし

リーフレット等による広報活動の実施及び地域の代表者等への研修会開催による消費者教育・啓発の強化（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

なし



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．消費生活相談体制整備事業（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）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

法人募集型

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成2５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

費 相談員 成 度

-                  

16               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

-                  

5,745             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

37               

相談員総数

千円

千円20年度差

5,704           

平成20年度の消費者行政予算 4                  

16                 平成2４年度の消費者行政予算

25               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

千円 前年度差41               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

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

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

1      

-      

1      相談員総数 人 人

-      

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

平成24年度末

平成24年度末

人

人

-      平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 023876 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 中泊町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費者行政担当者が研修に参加し、レベルアップを図
る。

14                 14                     研修旅費（青森市）　14,000円

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のた
め小冊子等による広報・周知を図る

390               390                   消費者教育用小冊子購入費　5300部　390,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 404               404                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦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） レベルアップ研修への参加　5回

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） パンフレット毎戸配布　及び社会福祉協議会と連携して小冊子の配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 247               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 404               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 404             千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -                 千円 前年度差 -7               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 青森県 市町村名 野辺地町 024015自治体コード

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

300                   

301               

-

くらしの豆知識、消費者啓発用冊子及び啓発グッズ購入費。300                   

301               -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

高校３年生・新成人、あるいは高齢者を対象に消費者啓
発を行うほか、イベントで悪質商法への注意喚起を行う。

⑦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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

高校生３年生及び新成人への冊子配布、高齢者へのパンフ等の配布及びイベントでの啓発グッズの配布により、消費者教育・啓発を強化する。（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円 前年度差1                 

337               平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 -                  

千円20年度差

300             

千円

1                 

相談員総数

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

相談員総数

301               

うち基金（交付金相当分）対象経費

1                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 336             

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定-      人-      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 024023 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 七戸町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県で開催する実務研修への参加 21                 20                     相談員の研修旅費（費用弁償）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口設置による非常勤職員の雇用 207               103                   相談員配置に係る報酬及び費用弁償

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 563               563                   啓発物品等購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 791               686                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦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） 消費生活相談員の研修参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口に相談員を配置（平成23年10月から1名配置、平成24年4月から1名増員し、2名配置）。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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       120                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       207                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 391               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 91               千円

平成2５年度の消費者行政予算 791               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 686             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 103               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円 20年度差 105             千円 前年度差 14               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 - 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数 -

相談員数 - 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 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24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 自治体参加型研修への報酬、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）

自治体コード 2405 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 六戸町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップに向けた研修会への参加 133               133                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 133               133                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦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） 複雑化する消費者問題に対応するため職員を専門的な講座・研修会へ参加させる。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 138               千円

平成24年度の消費者行政予算 938               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             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 138             千円

平成25年度の消費者行政予算 138               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 133             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                 千円 20年度差 -133            千円 前年度差 -133            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 東北町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 024082 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 54                 44                     -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

地域の見守りで高齢者の消費者被害を防止する啓発強化 30                 27                     リーフレット購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修に参加する 24                 17                     旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 地域の見守りで高齢者の消費者被害を防止するため、リーフレットを購入し、民生委員に配布する。

⑦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） 担当職員が研修に参加するための旅費を支援する



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -1               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               千円 20年度差 10               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2５年度の消費者行政予算 54                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 44               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 11               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 79               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 90                 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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 大間町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 024236 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 228               228                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活に関する小冊子を各世帯に配布する。 136               136                   小冊子に係る印刷製本費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 青森県内で開催する消費者関係セミナー等に参加する。 92                 92                     セミナー等に係る旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活に関する小冊子を各世帯に配布する。

⑦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） 青森県内で開催する消費者関係セミナー等に参加する。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

※H25予算の過不足については補正します。

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 32               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 112             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2５年度の消費者行政予算 224               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 112             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 80               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 330             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 024252 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 風間浦村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の研修会等への参加 30                 30                     参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

悪質商法等の消費者被害防止のための啓発活動 275               275                   消費者啓発用品の購入・配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 305               305                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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） なし
⑦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） 担当職員を消費者行政に係る研修会等へ参加させる。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 悪質商法等の消費者被害防止を図るため、地域住民に対して注意喚起の啓発用品を配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 20                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 20               千円

平成2５年度の消費者行政予算 305               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 305             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

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

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 佐井村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 024261 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 240               240                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者関係の冊子を配布し、住民の知識向上・消費者被
害の未然防止を図る。

210               210                   消費者関係冊子購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修に参加し、消費者行政担当職員のレベルアップを図る。 30                 30                     旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の育成、消費者被害の未然防止など暮らしに役立つ情報が掲載された冊子を全戸配布する。

⑦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） 県開催の研修等に消費者担当職員が参加する。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

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 -18             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12               千円 20年度差 11               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2５年度の消費者行政予算 252               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 257             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 287               千円

平成20年度の消費者行政予算 1                  

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 五戸町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 024422 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 276               275                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止のための啓発 263               263                   リーフレット購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の研修会参加 13                 12                     旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害未然防止のためリーフレットを購入し、各世帯に配布することにより悪徳商法に対する消費者教育と啓発を図る。

⑦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） 消費行政担当者を県主催等の研修会に参加させ、レベルアップを図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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）

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

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 -9               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                 千円 20年度差 -12             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2５年度の消費者行政予算 276               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 275             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               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 260               千円

平成20年度の消費者行政予算 13                 

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 024457 平成 25 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

都道府県名 青森県 市町村名 南部町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員が研修に参加できるよう旅費を支援 34         34                       研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止の為の小冊子を配布、教育啓発の為の図書購入 58         58                       小冊子購入費、参考図書購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 92         92                       -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 県及び国民生活センター等主催の研修へ参加できるよう旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 各世帯に対し、消費者被害の未然防止の為の小冊子を配布。消費者教育啓発の為の参考図書の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

人 人時間／年

人

人 千円

（勤務時間、日数等 拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 254              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 248             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                千円

平成2５年度の消費者行政予算 99                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7                千円 20年度差 7                                     千円 前年度差 1                 千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-   人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 青森県 市町村名 階上町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 024465 平成 25 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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,081             1,079                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者問題の解決力強化のためのリーフレット配付と消
費者育成のための講演会開催

1,020             1,019                リーフレット購入費、講演会講師派遣委託料、講演会消耗品費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の県内研修への参加支援 61                 60                     研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者向け啓発リーフレットの配付及び高齢者を中心に消費者育成のための講演会

⑦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） 職員のレベルアップのための研修参加。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

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

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 -9               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                 千円 20年度差 -12             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2５年度の消費者行政予算 1,081             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,079           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 11               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 960             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 971               千円

平成20年度の消費者行政予算 14                 

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数


