
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）

【様式４】

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度80201 平成 25

事業経費

食品等の放射性物質検査

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）

都道府県名 茨城県 市町村名 水戸市 自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名 事業の概要

300               

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）

【復興】検査機器の校正手数料等300                   

2,400             相談員報酬

183               

報酬

啓発冊子、啓発物品等

相談員の研修参加を支援

3,617             
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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害を防止するための啓発用物品の作成等

消費者団体と共催による消費者問題に係る講習会の開催
等

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）

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消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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）

400                   

3,617                

183                   

1,200                

【一般】講師謝金等

5,700                - -

研修参加旅費、負担金等

400               

6,900             



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全を確保する。

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）

（強化）

（既存）

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）
（既存）

（既存）

（強化）

事業名

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

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）

（強化）

（既存） 研修参加のための旅費を一般財源で全額負担。

（強化）

（強化）

消費者団体と共催で消費者問題に係る講習会を開催し，消費者問題の解決力を強化する。

自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止を図るため，消費者啓発を図る。

（強化）

（既存）

（既存）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

相談員4名を配置し，週6日相談を実施。

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

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）

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）

県外で開催される研修会に積極的に参加できるよう，国民生活センターの研修会以外の旅費に基金を活用し，相談員のレベルアップを図
⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

各地域で出前講座を開催。

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

消費者団体に対し，補助金を交付。（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．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）

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）

法人募集型

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,400                      

（勤務時間、日数等の拡大）

2       1,728                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

7      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

前年度差 1,546           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 7      人 平成25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 18,174         千円 20年度差 -331            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成2５年度の消費者行政予算 23,874           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,700           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 16,628         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 18,028           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,400           千円

平成20年度の消費者行政予算 18,505           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県外で開催される研修への積極的な参加支援

③就労環境の向上

相談員数 7      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 7      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

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



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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・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）

2,526             2,526                相談者の利便性向上のための消費生活相談窓口移設工事費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 相談員への弁護士助言事業 528               528                   弁護士への謝金（月２回）

都道府県名 茨城県 市町村名 日立市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター窓口拡充

自治体コード 82023 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 - 9,043             7,861                -

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）

被害防止のための消費者教育事業 3,482             3,482                
消費生活サポーター養成講座の開催費、悪質商法撃退カルタ
及びマニュアル作成経費、中学生の消費生活副読本増刷代、
路線バス広告費等

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） 相談員の研修参加支援 144               144                   相談員の研修参加に係る旅費及び負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員 2,363             1,181                １名増員分の相談員人件費等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 県の随時法律相談を活用し相談の高度化を図っていた。

（強化） 月2回2時間程度弁護士に依頼し、相談員が直接指導・助言を受けることで相談力対応力の強化を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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） 女性センター２階において相談室２室で消費生活相談を実施。

（強化） 相談者の利便性向上及びプライバシー確保のため消費生活センターをシビックセンター6階に移転するとともに相談室を3室に増設。

事業名

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） 相談員の国民生活センター・県等への研修参加を支援した。

（強 ） 相談員 国民生活 タ 県等 研修参加をさらに回数を増やすなど 支援する

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）

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）

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）

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）

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） 消費者教育のための講座の開催、被害防止のための啓発用品の作成と出前講座等での配布。

（強化）
地域で啓発活動ができるような人材育成のための講座の開催。中学生対象の消費者教育副読本の作成。小学生及び高齢者を対象と
した消費者教育カルタの作成。路線バスを活用した消費者被害防止の啓発。

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）

⑦消費生活相談員等 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の国民生活センター・県等への研修参加をさらに回数を増やすなどして支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名により、平日及び毎月第２・４土曜日に相談対応。

（強化） 相談員を1名増員し、3名体制とし、全ての土曜日と毎月1回の日曜日を開所して相談対応する。



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）

1       1,405                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,363                      

（報酬引 ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 -6,434         千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,074           千円 20年度差 -4,604         千円

7,861           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 1,181             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）対象外経費 11,508         千円

平成2５年度の消費者行政予算 12,935           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

平成2４年度の消費者行政予算 12,869           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,361           千円

平成20年度の消費者行政予算 9,678             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県主催の研修等への参加を積極的に支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品における放射線の測定事業　 300               300                   【復興】放射能測定器のメンテナンス料等

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） 弁護士と連携した相談対応能力の向上 126               126                   弁護士報償

都道府県名 茨城県 市町村名 土浦市

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 82031 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 - 4,460             4,460                -

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）

消費者の教育・啓発事業（2,999千円）
【一般】食の安全・安心に関する事業(1,000千円）

3,999             3,999                
消費者講座用の備品（ノートＰＣ、大型プリンター、録画ＨＤＲ）、啓発用
冊子・リーフレット・物品、啓発用図書の整備等
【一般】食の安全・安心に関するリーフレット・チラシの作成等

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） 相談員の研修参加支援 35                 35                     研修旅費等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士から定期的にアドバイスを受け、相談員の知識・スキルのレベルアップを図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 国から貸与された放射能測定器を活用し、食に対する不安を取り除くための検査を実施する。

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

（既存） 国民生活センター 県相談員会議 法律関係会議等に参加

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）

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）

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）

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）

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） 市広報誌へ相談事例を掲載、消費者教育のための講演会を開いている。

（強化） 消費者、特に若者向けの啓発強化のための出前講座用の備品及びリーフレット等を作成する。また、食の安心・安全を確保するための啓発用リーフレットを作成する。

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）

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、県相談員会議、法律関係会議等に参加。

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人

前年度差 -301           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10,582        千円 20年度差 45              千円

4,460          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 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）対象外経費 10,883        千円

平成2５年度の消費者行政予算 15,042           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

平成2４年度の消費者行政予算 11,083           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 10,537           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談員が新たに（財）日本消費者協会、ＮＰＯ消費者相談室の開催する研修会に参加するための
旅費等の支援。（水戸研修１８回）

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 古河市

⑥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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施 600                                  600 【復興】放射性物質検査機器（2台）のメンテナンス費用等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

自治体コード 82040 平成 25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

合計 - 4,194             4,194                -

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

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）

【一般】消費者団体が行う啓発・広報活動を支援する 500               500                   【一般】消費者団体へ提供する啓発チラシ、グッズ等

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）

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）

消費者への教育、啓発を強化し、消費者問題の解決力を
強化する

3,019             3,019                
啓発用車両の整備
消費者教育啓発用の備品等の整備
啓発用リーフレット、物品等の作成

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） 相談員の研修参加を支援する 75                 75                     研修参加旅費等



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）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食の安全を確保するため、学校給食用食材等の放射性物質検査を実施する。

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）
（既存）

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）

（強化）

（強化） 相談員の研修参加を支援し 相談員のレベル向上を図る

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

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

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）

（既存）

（強化） 消費者団体に啓発物品等を提供し、啓発・広報活動を支援する。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）
購入した公用車・リーフレット等を消費者教育等の出前講座に活用する。
消費生活展の開催を支援することにより、消費生活に関する知識の向上を図る

（既存） なし

（既存）

（強化） 相談員の研修参加を支援し、相談員のレベル向上を図る。

（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）

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）

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

法人募集型

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

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 相談員数 人

前年度差 72               千円

消費生活相談員の配置 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,677           千円 20年度差 -228            千円

4,194           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

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,605           千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,871             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,805             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,905             

平成24年度末

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

○ 相談員の国セン等への研修参加を支援し、スキルアップを図る

①報酬の向上

2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

②研修参加支援

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

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

【様式４】

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） 弁護士と連携した相談対応能力の強化 189               189                   弁護士報酬

都道府県名 茨城県 市町村名 石岡市

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 82068 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 - 3,516             3,116                -

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、啓発の充実強化 2,219             2,219                
被害防止チラシ・物品の作成、学校への関連書籍の配備、消費
者教育啓発用備品等の整備（複合機、ラミネーター、パソコン
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） 相談員の研修参加を支援 436               372                   旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を１名増員による相談体制の強化 672               336                   相談員報酬等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門知識を有する弁護士を活用し，相談員のレベルアップを図る

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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

（既存） 相談員が参加する研修について年4回支援

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）

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）

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）

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）

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） 啓発用チラシの各戸配布・啓発品等を購入し，消費者被害防止を図る。また，事務機器整備を行い問題解決力の強化を図る。

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）

（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） 相談員が参加する研修について年4回支援

（強化） 相談員の資質の向上を図るため，国セン等が実施する研修への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週４日1名体制で相談業務を実施し週1日は2名体制で相談業務を実施。

（強化） 情報処理等のため勤務日数を増加し，相談員体制を強化する。



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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       672                        

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       576                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人

前年度差 54              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,369          千円 20年度差 323             千円

3,116          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 336               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）対象外経費 3,315          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,485             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,515             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,046             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で開催する研修に参加し相談員のレベルアップを図る。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数 -      

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 456               456                   【復興】放射性物質検査機器のメンテナンス等

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） 弁護士等専門家を講師に相談員等の学習会を開催 75                 75                     講師謝礼

都道府県名 茨城県 市町村名 結城市

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 82074 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 - 5,343             4,051                -

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活動の強化 2,284             2,163                
啓発用ノベルティ作成費，DVD/参考冊子購入費，回覧板作成費，出
前講座用機器の整備費，講演会開催に伴う使用料・謝礼

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）

【一般】消費者問題に取り組む団体等への補助 200               200                   【一般】民間団体等への補助金

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） 消費生活相談員等の研修会への参加支援 113               50                     旅費，研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤務日数拡大による人件費の増額 2,215             1,107                増額分報酬，社会保険料

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 国民生活センターから貸与された検査機器を活用し，食品等の放射性物質検査を実施する。

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

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） 県や国セン等主催の研修会に参加。

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）

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）

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）

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）

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） 出前講座等で配布するパンフレットを作成。

（強化） 出前講座や教育現場等で活用するための啓発物の作成や，回覧板の作成，消費生活啓発専用のOA機器等の整備により啓発を強化するとともに，消費生活に関する
講演会を開催し消費者への周知と意識向上をはかる。

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） 民間団体で行う消費者問題に関する活動に対し，補助支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員等の希望する研修会への参加回数を増やすための旅費と研修費を負担する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週3日勤務の相談員2名で相談に対応。

（強化） 相談員の勤務日数を週3日から週4日に拡充し，2人体制の日を増加することで，相談体制の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,215                     

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       744                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

前年度差 -392           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,811          千円 20年度差 922             千円

4,051          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 1,107             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）対象外経費 4,203          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,862             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

平成2４年度の消費者行政予算 5,077             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 874             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,889             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国セン及びその他の民間団体等が行う研修参加に伴う旅費・研修費の支給

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品中の放射性物質検査の実施 360               360                   【復興】検査機器のメンテナンス等

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 茨城県 市町村名 龍ケ崎市

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 82082 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 - 2,705             2,705                -

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）

小中学生・新成人・高齢者への消費者啓発の実施 2,345             2,345                啓発冊子・チラシ等の作成、学校等の消費関連書籍の整備等

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）

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）

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） なし

（強化） 食品中の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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） センター機能の拡充に係る機材・事務用機器等の購入により，消費生活相談機能の整備を図る。

事業名

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）

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）

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）

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）

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）

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） 啓発冊子やチラシ等を作成配布し，消費者被害を防止する。学校の図書室に消費者コーナーを設置し、消費者教育を推進する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 146             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,347          千円 20年度差 238             千円

2,705          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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,201          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,052             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,487             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 286             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,109             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施                332                    332 【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

               150                    150 個人情報保護に係る物品購入(シュレッター等）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 法律専門家による講演会、勉強会の開催                  60                      60 講師謝礼

都道府県名 茨城県 市町村名 下妻市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談者の個人情報保護体制の強化

自治体コード 82104 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 - 6,068             4,585                -

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）

地域や学校における消費者教育・啓発の充実強化
【一般】食の安心・安全に関する周知啓発の強化

             2,490                 2,490
市民講座の委託料、出前講座用物品等の整備、消費関連図書の整備
【一般】食の安全リーフレットの全戸配布

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）

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） 国や県が開催する研修会への参加支援                  70                      70 旅費及び負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 休日相談の実施など相談体制を強化              2,966                 1,483 相談員報酬及び休日相談に係る時間外勤務手当（職員含む）

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士等による講演会、勉強会を開催し、相談員の資質向上を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食の安全安心を確保するため、食品等の放射性物質検査を実施する。

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） 複雑化する相談に対応するために専門図書を購入。

（強化） シュレッター等を整備し、相談者の個人情報保護を強化する。

事業名

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

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）

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）

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）

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）

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） リーフレットの作成、市民講座（委託）の開催、出前講座用物品等の整備、図書館等に消費生活図書コーナーを設置する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国や県が開催する研修会等への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,966                     

（勤務時間、日数等の拡大）

2       1,656                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数 -

前年度差 -11             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,940          千円 20年度差 1,790          千円

4,585          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 119               千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,364             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）対象外経費 1,951          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,525             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,706             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,755          千円

平成20年度の消費者行政予算 150               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 実務的研修参加のための旅費等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の執務環境改善

平成25年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数     

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 常総市

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 82112 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 - 4,766             3,566                -

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）

消費者に対する啓発等の充実強化 2,300             2,300                啓発グッズ，啓発リーフレット等の作成

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） 相談員の県内外研修への参加支援 66                 66                     旅費，受講料等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（２名）の配置 2,400             1,200                相談員報酬等

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）

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）

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

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。

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）

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）

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）

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）

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） 消費者被害の防止・消費生活センターの周知等を図るための啓発（全戸配布）等の実施。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員のレベルアップのための研修会等への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 平成２１年６月から消費生活相談員を２名配置し、週４日体制で相談を実施。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,400                     

（勤務時間、日数等の拡大）

2       1,680                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 1                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,488          千円 20年度差 1,008          千円

3,566          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

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）対象外経費 1,487          千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,054             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,087             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          千円

平成20年度の消費者行政予算 480               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ レベルアップのための研修参加支援（報酬及び旅費等の支給）

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 315               315                   【復興】検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

38                 38                     物品（シュレッダー）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 茨城県 市町村名 常陸太田市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 個人情報保護体制の整備

自治体コード 08212 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 - 2,867             2,867                -

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）

【一般】食の安全・安心の啓発強化
消費者教育・啓発の充実強化

2,370             2,370                
【一般】食の安全啓発冊子の作成等
啓発チラシの作成、消費者教育用備品等の整備

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） 国民生活センター等主催の研修会への参加支援 144               144                   研修参加旅費等

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）

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）

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） シュレッターを整備し、相談者の個人情報保護を強化する。

事業名

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

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）

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）

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）

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）

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） 出前講座の実施、消費者被害防止ポスターの作成

（強化） 啓発物等を作成配布し、消費者への啓発を強化する。　また、消費者教育用の機器を整備し、消費者教育を充実強化する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修会等への参加を支援し、相談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）



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -160           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,754          千円 20年度差 -894           千円

2,867          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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,914          千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,621             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

平成2４年度の消費者行政予算 2,238             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 324             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,648             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国セン等が主催する研修会に参加

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 高萩市

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 82147 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 - 4,126             3,454                -

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）

消費生活講座開催、消費者被害防止チラシの配布等に
よる消費者の問題解決力の向上
【復興】食品等の放射性物質検査の実施

1,879             1,879                
詐欺防止啓発パンフレットの全戸配布、小中学校における啓発
講座の開催、啓発用チラシ・物品等の作成
【復興】検査機器のメンテナンス費用等

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）

団体等と連携した消費生活展の開催 889               889                   消費生活展の開催委託費等

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） 相談員の研修参加支援 14                 14                     相談員研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口への相談員配置 1,344             672                   相談員報酬等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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）
市内小中学校消費生活講座開催、消費者被害防止チラシの市内全戸配布等を通して消費者の問題解決力の向上を図る。
放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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） なし

（強化） 消費者団体との連携により、消費生活展を開催実施し、消費者問題に対する地域内連携強化、消費者問題解決力の強化を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修参加を支援し、専門知識の向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

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



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）

2       1,344                     

対象人員数
（ げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,344                     

（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

前年度差 21              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 672             千円 20年度差 672             千円

3,454          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 672               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）対象外経費 651             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,126             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

平成2４年度の消費者行政予算 2,990             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,339          千円

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

②研修参加支援 ○ 相談員研修会への参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 北茨城市

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 82155 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 - 4,248             3,783                -

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）

消費者への啓発・教育の充実強化
【復興】食品等の放射性物質検査の実施

3,250             3,250                
啓発用物品・リーフレット等の作成配布
【復興】放射性物質検査機器の線源校正費等

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） 相談員の研修参加支援 68                 68                     相談員の研修会参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口設置に伴う相談員の配置 930               465                   相談員報酬等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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）
啓発用リーフレット及びノベルティーを作成し、消費者啓発を強化する。
【復興】食品中の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 消費生活相談員の研修会への参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を配置し、相談体制を強化する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       930                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       721                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -78             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 593             千円 20年度差 413             千円

3,783          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 465               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）対象外経費 671             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,376             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

平成2４年度の消費者行政予算 1,714             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,043          千円

平成20年度の消費者行政予算 180               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップの為に、関連研修会等への参加を支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
【復興】食品等の放射性物質検査を実施する。
放射性物質検査体制を整備する。

300               300                   
【復興】検査機器の線源校正費等
検査機器の無停電電源装置等の整備

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 茨城県 市町村名 笠間市

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 82163 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 - 2,750             2,750                -

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）

食の安心安全に関する消費者教育を推進する。 2,350             2,350                

消費者教育用機器等の購入（ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ、ﾁｭｰﾅｰ、ﾏｲｸ）、食と
健康に関する講演会の開催（講師謝礼、啓発物品、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）、
食と健康推進のための機器の購入（携帯型DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、ｶﾛﾘｰ
別献立模型、幼児用ﾗﾝﾁｮﾝﾏｯﾄ、携帯型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、携帯型ｽｸ
ﾘｰﾝ）、学校図書室・市立図書館における消費関連図書の整備

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）

消費者団体等の活動費を助成する。 100               100                   消費生活団体に対する交付金

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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 食品等の放射性検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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）

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）

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）

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）

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）

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） 啓発用冊子の購入、消費生活展の開催。

（強化） 食の安心安全に関する消費者教育を教育、保健の各機関と連携して推進する。

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） なし

（強化） 消費生活関係団体に交付金を交付し、団体活動を促進する。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

4      人

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 相談員数

前年度差 8,009           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 5      人 平成25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 10,861         千円 20年度差 8,562           千円

2,750           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）対象経費

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,852           千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,611           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

平成2４年度の消費者行政予算 3,565             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 713             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,299             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 4      人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定 相談員数 人

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 900               900                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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） 弁護士による相談員勉強会の開催 105               105                   弁護士への謝金

都道府県名 茨城県 市町村名 取手市

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 082171 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 - 5,077             5,077                -

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）

地域や学校等における消費者啓発の実施 2,894             2,894                
啓発用回覧板の作成、高齢者被害防止冊子購入、消費者教育
用図書等の整備、啓発用垂れ幕の作成等

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） 国，県等が開催する研修会への参加支援 128               128                   研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員増員による相談体制の充実強化 1,050             1,050                相談員の報酬・社会保険料等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門知識を有する弁護士を活用し、複雑化・高度化する消費生活相談への対応を強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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・県等の研修を1回のみ支援。

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）

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）

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）

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）

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） 消費者を対象に消費者セミナー年２回及出前講座を開催。

（強化） 消費者教育の推進を踏まえ、地域や学校における消費者問題への関心を喚起するため、グッズ・冊子・ＤＶＤ等を購入し配布する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国・県等の研修への参加を支援し、相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名を配置。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,100                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,248                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 -3,869        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,451          千円 20年度差 -3,517        千円

5,077          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 1,050          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）対象外経費 6,320          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,528          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

平成2４年度の消費者行政予算 13,857        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,537          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,968          

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター，県等が開催する研修会に参加

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

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 茨城県 市町村名 牛久市

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 082198 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 - 3,611             2,962                -

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を図るため啓発を強化する
【一般】安全・安心に関する講演会を開催する

2,303             2,303                
啓発チラシ・物品等の作成、消費者教育用機器の整備、消費者
教育図書の整備等
【一般】講演会の講師謝金、パンフレット作成等

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） レベルアップを図るため、相談員の研修参加を支援する 10                 10                     研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を増員し、相談体制を強化する 1,298             649                   相談員報酬等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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）
食の安全・安心講習会を開催するとともに、啓発用チラシ・物品等を作成配布し、消費者被害の防止を図る。また、消費者教育を充実強
化するため関係機器を整備する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名体制で相談業務を実施。

（強化） H23.4月より、相談員2名体制に相談業務を拡充。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,298                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       994                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -218           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,235          千円 20年度差 445             千円

2,962          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 649               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）対象外経費 2,453          千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,197             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,512             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,059          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,790             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費等を支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 ﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査を行う 370               370                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,292             1,292                相談室の設置工事費用

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 茨城県 市町村名 つくば市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談者のプライバシー保護を図るため施設の改修を行う

自治体コード 82201 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 - 4,068             4,068                -

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）

【一般】食品と放射能に関する学習会の開催
消費者被害の防止のための啓発

2,406             2,406                
【一般】学習会開催のための費用(講師謝礼等）
啓発用冊子，リーフレット，回覧板等の作成

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）

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） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する

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） 相談者のプライバシーを保護するため，事務室を改修し相談スペースを設置する 

事業名

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）

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）

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）

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）

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）

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） 【一般】住民を対象とした食と放射能に関する学習会を開催する
啓発用冊子・リーフレット・回覧板・啓発用ﾊﾟﾈﾙ・三脚スクリーン等を購入し 消費者被害防止の啓発を行う

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 -251           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,573          千円 20年度差 137             千円

4,068          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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,824          千円

平成2５年度の消費者行政予算 12,641           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 9,544             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 720             千円

平成20年度の消費者行政予算 8,436             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥ 費 等 ﾞ ﾟ事業（ 修 ） 修会 師 （ ）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 250               250                   検査機器のメンテナンス費用等

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 茨城県 市町村名 ひたちなか市

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 ０８２２１０ 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 - 4,278             4,278                -

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）

【一般】食の安全冊子作成及び講座の開催
消費者教育，高齢者の被害防止の強化

3,902             3,902                
講演会開催（講師謝礼，託児謝礼，印刷製本費，備品購入費，
会場借上料等）、消費者教育用資料の購入、啓発チラシの作成
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）

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） 相談員研修会の開催 126               126                   講師謝礼（＠21,000円×6回）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質の検査を実施し、食の安全の確保する。

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

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）

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） 相談員向けの研修会を開催し、相談員のレベルアップを図る。

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）

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）

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）

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）
【一般】食の安全冊子の作成及び講座の開催により、食の安全に対する理解を促進する。また、教育用ＤＶＤ・図書等を購入し、消費者
教育を充実する。消費者被害を防止するため講演会の開催，高齢者向け冊子を作成配布する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 76              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,560          千円 20年度差 201             千円

4,278          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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,484          千円

平成2５年度の消費者行政予算 10,838           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,179             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 695             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,359             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査を行う。 158               158                   【復興】放射能検査装置の校正費用等

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 茨城県 市町村名 鹿嶋市

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 8222 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 - 9,613             4,785                -

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）

市民等に対する消費者教育・啓発の強化 1,933             1,933                消費者教育用備品購入，啓発品物品等の購入，参考資料購入

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）

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） 消費生活相談員等のレベルアップのため研修参加支援 65                 44                     相談員等の研修に参加するための旅費，研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談業務の強化 7,457             2,650                
相談員１名増員，勤務日数・時間増加による報酬増，報酬引き
上げ

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）

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） なし

（強化） 放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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） 旅費，研修費を支給。

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）

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）

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）

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）

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） 出前講座（消費者教育）や消費生活展における啓発を実施。

（強化） 出前講座（消費者教育）を充実を図り，また，啓発物品の配布等，啓発活動を強化する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談業務等の強化のため，相談員等の研修参加を支援し，相談員等のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名体制，うち１名は隔日勤務。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

4       5,297                     

（勤務時間、日数等の拡大）

4       2,183                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

3      人

前年度差 -1,645        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,362          千円 20年度差 1,852          千円

4,785          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 28                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,622             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）対象外経費 5,007          千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,147             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

平成2４年度の消費者行政予算 7,247             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,240          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,510             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談員の資質向上のため，積極的に研修参加に対する支援を行う。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品中の放射性物質検査を実施する。 160                 160                     【復興】放射性物質検査機器の校正費用、検査用消耗品等

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 茨城県 市町村名 潮来市

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 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 - 1,482              1,482                  -

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）

消費者被害防止対策・消費者教育・消費者啓発の強化 1,322              1,322                  
啓発用パンフレット・図書・パネル・資料の購入、啓発物品等の購
入、消費者教育用物品（パソコン等）の整備

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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）

（ 存）

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）

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）

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）

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）

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）
消費者被害の防止策強化のため啓発パネルを作成し公共施設へ設置、啓発パンフレット全戸配布。消費者関連啓発用リーフレット、啓発資料、
物品購入・配布。消費者教育啓発のためのパソコン購入。消費者教育・啓発のため関連図書を購入、図書館に消費者コーナーを設置する。

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

2       人

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 相談員数

前年度差 -114             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,987            千円 20年度差 -71              千円

1,482            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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,101            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,469              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

平成2４年度の消費者行政予算 2,551              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 450              千円

平成20年度の消費者行政予算 2,058              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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）
【復興】消費者庁から貸与を受けた放射能測定器により給
食食材，自家栽培野菜等の検査を実施する。

250               250                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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 茨城県 市町村名 守谷市

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 82241 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 - 5,162             4,014                -

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）

高齢者の消費者被害の防止
【一般】食の安全に関する啓発の実施 2,372             2,372                

高齢者被害防止パンフレットの作成（全戸配布）
啓発用冊子・物品等の購入
【一般】食の安全安心に関する冊子作成配布

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）

【一般】消費者団体と連携し、消費者講座を実施 150               150                   【一般】啓発用リーフレットの作成、講師謝金等

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） 相談員の研修参加を支援する。 94                 94                     研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業
複雑化する相談に対応するため，相談員3名週9体制に
強化する。

2,296             1,148                相談員報酬、時間間外手当、社会保険料等

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）

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） なし

（強化） 食材の放射性物質測定検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 高齢者等の消費者被害を防止するため、チラシを全戸配布する。また、食の安全の冊子を作成し、食の安全の理解を促進する。

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） なし

（強化） 消費者団体と連携し、消費者講座を開催する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 勤務時間9：00～16：30分（勤務時間6.5時間）相談員2名週6名体制

（強化） 相談員3名週9体制に拡充し，PIO－NETへの入力を迅速化する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       2,296                     

（勤務時間、日数等の拡大）

3       1,201                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 2,052          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,802          千円 20年度差 3,138          千円

4,014          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,148             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）対象外経費 4,750          千円

平成2５年度の消費者行政予算 10,816           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

平成2４年度の消費者行政予算 6,558             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,808          千円

平成20年度の消費者行政予算 3,664             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 レベルアップのための研修費用を支給する。

③就労環境の向上 相談員を常時2名体制に整え，相談員同士の交流をはかり，精神的負担軽減を図る。

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他 相談員3名により相談内容の確認，相談員同士の意見の交換等が容易にできる。

①報酬の向上 交通費，社会保険料を支給する。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

【様式４】

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） 食品等の放射性物質検査の実施 315               315                   検査機器のメンテナンス費用等

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 茨城県 市町村名 常陸大宮市

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 82252 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 - 3,016             3,016                -

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）

消費者啓発の充実強化 2,701             2,701                啓発用パンフレット、物品等の作成

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）

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） なし

（強化） 放射性物質の検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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）

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）

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）

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）

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）

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） 悪質商法被害防止のための啓発用物品を作成配布する。また、放射能への理解促進を図るため放射性物質冊子を作成し全戸配布する

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -46             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,511          千円 20年度差 -214           千円

3,016          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,557          千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,527             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

平成2４年度の消費者行政予算 1,757             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,725             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 ﾌﾟ事業（研修開催）

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 茨城県 市町村名 那珂市

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 82261 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 - 4,211             3,283                -

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・啓発を強化し、消費者の安全・安心を確保
する

2,844             2,600                
小中学校に配布教育用ＤＶＤ及び図書、講座用事務機材、若
者・高齢者等啓発リーフレット及び啓発グッズ、啓発活動用ジャ
ンバー、タスキ等の作成

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  相談員を増員し、相談員不在日をなくす　 1,367             683                   非常勤相談員の報酬及び通勤手当（1/2）

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）

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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） 消費者の安全安心を図るため講座用機材の整備、啓発用リーフレット・グッズを作成配布する。また、各小中学校にＤＶＤ、図書を整備す

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名（月・水・金）を配置している。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,367                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,116                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 1,172          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,907          千円 20年度差 531             千円

3,283          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 683               千円

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）対象外経費 2,735          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,190             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,618             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 883             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,376             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で実施される研修参加を支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 ﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施 180               180                   【復興】検査機器の保守点検費用等

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 茨城県 市町村名 筑西市

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 82279 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 - 5,216             4,599                -

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）

【一般】食の安全安心講演会を開催
地元農産物の安全を周知する農産物ﾌｪｱを開催
悪質商法被害防止及び消費者啓発の充実強化

3,694             3,694                
【一般】講師謝金、食の安全パンフレット作成等
農産物ﾌｪｱ開催費（年３回）、啓発チラシ作成、防犯プレート購
入、啓発用DVDソフト購入、啓発用車両の整備等

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）

【一般】消費者展の開催 100               100                   【一般】消費者展開催委託料

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） 相談員の研修参加支援 8                   8                      研修会等の参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）を増員 1,234             617                   相談員報酬等

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）

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） なし

（強化） 消費者の食品等に対する安全安心を確保するため、H24年度に導入した放射性物質検査機器により検査を実施する。

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

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・県が主催する研修会への参加支援。

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）

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）

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）

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）

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） 消費啓発チラシを作成し、啓発を実施。

（強化）
食の安全・安心を確保するための講演会・イベント事業を開催する。また、出前講座等で使用する公用車等の整備や消費啓発チラシの
全戸配布・金融機関への防犯プレートの設置により、悪質商法の被害防止を図る。

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） 消費生活に関する知識の習得の場として、消費者団体に消費者展の運営業務を委託。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国・県が主催する研修会に相談員が積極的に参加できるよう、参加支援を強化する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名を配置。消費生活センターを週３日開設。

（強化） 平成２５年度から相談員２名の勤務体制を週３日とし、増加する相談件数への対応や相談員同士の情報共有を図るため週５日に拡充。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,234                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       864                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

千円

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 相談員数

消費生活相談員の配置 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

584             千円 前年度差 -124           

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 617               千円

20年度差

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,452          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,927             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

平成2４年度の消費者行政予算 6,590             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,138          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,744             

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,599          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,328          

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

③就労環境の向上 ○ 相談員増による業務の軽減

④その他

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

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 相談員数

②研修参加支援

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

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

【様式４】

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 茨城県 市町村名 坂東市

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 082287 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 - 4,634             3,617                -

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）

消費者被害防止及び食の安全に関する啓発 2,524             2,524                啓発チラシ・物品等の作成、食の安全安心イベント講師謝礼等

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） 相談員の研修参加を支援 76                 76                     旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員による相談体制の強化 2,034             1,017                報酬、時間外手当等

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）

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）

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

（既存） なし

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）

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）

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）

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）

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） 高齢者の悪質商法被害防止や多重債務問題の防止啓発を実施する。また、食の安全イベントを開催し、食の安全に対する理解を促進す

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）

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目的に、国・県等主催研修会に相談員が参加することを支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年6月から相談員1名を配置し、週4日相談業務を実施

（強化） 平成22年4月から相談員1名を増員し、週5日相談業務を実施するなど相談体制を強化



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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,034                     

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       1,206                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

前年度差 -2,389        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,267          千円 20年度差 3,199          千円

3,617          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 1,017             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）対象外経費 7,656          千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,884             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

平成2４年度の消費者行政予算 8,916             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,260          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,068             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施する。 250               250                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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 茨城県 市町村名 稲敷市

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 82295 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 - 3,797             3,404                -

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）

出前講座及び消費者啓発により消費者の意識高揚を図る 2,680             2,680                啓発物品等の作成、消費者教育用機器の整備等

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） 相談員の研修参加を支援する。 82                 82                     研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員増員し、PIO-NET入力の迅速化に努める。 785               392                   相談員報酬・交通費等

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）

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） なし

（強化） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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） 県開催の研修旅費のみ支援。国セン研修は支援なし。

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）

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）

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）

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）

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） 高齢者向けの悪徳商法防止のための出前講座を実施し、さらに民生委員及び消費者団体を対象に出前講座実施。

（強化） 消費者、高齢者の被害防止のため、教育用機器を整備し、出前講座を強化する。また、啓発物品等やリーフレット・チラシ等を作成配布す

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 消費者に対する最新の情報提供や助言を行うため、国セン研修についても支援を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を1名配置し、週３日相談窓口を開設。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       785                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       600                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -646           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,030          千円 20年度差 226             千円

3,404          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 392               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）対象外経費 2,676          千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,434             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,077             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 401             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,804             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談者に対し、情報法収集や助言をするための研修参加支援をする。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 472              472                 【復興】放射能能測定機器メンテナンス費用等

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 茨城県 市町村名 かすみがうら市

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 82309 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 - 4,178           3,769               -

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）

食の安全・安心講演会の開催、消費者教育・啓発の強化 2,811           2,811               
講演会の開催及び冊子作成、啓発物品の購入、啓発用車両の
整備、啓発用チラシ年2回発行、消費者教育用冊子の購入等

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） 相談員の研修会参加を支援 77               77                   研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談体制を強化するため、相談員を１名増員 818              409                 相談員報酬及び交通費等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 放射性物質検査を実施し、食の安全を確保するため、検査機器のメンテナンス等を行う。

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

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） 相談員の研修参加を年２回支援。

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）

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）

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）

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）

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） 消費者啓発チラシ(年１回）の作成

（強化）
【一般】食の安全・安心講演会を（年１回）開催し、食の安全安心に関する冊子を作成する。
消費者啓発物品を購入し、市民際等のイベントにおいて配布する。また、消費者教育冊子及び消費者教育啓発用の車両を購入する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国センの研修支援を県外１０回に強化する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） H２０年６月から相談員を１名配置し、週３回相談窓口を開設。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       818                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       606                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2     人

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 相談員数

前年度差 -272          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,025           千円 20年度差 -774             千円

3,769           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 409               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）対象外経費 2,297           千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,794             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,092             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 795             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,799             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 国セン・県が主催する研修に１０回参加支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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） 消費生活相談員等の研修参加支援 72                60                    研修に係る旅費・負担金等

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 200               200                  【復興】検査機器のメンテナンス費用等

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 茨城県 市町村名 桜川市

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 82317 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 - 5,811            4,428                -

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(各小中学校および高齢者を対象とした出前講座)
および啓発の強化。【一般】食と放射能に関する講演会及び啓
発

2,951            2,874                
パンフレット・啓発品購入費、拡大印刷機及びワイヤレスアンプＣＤカ
セット、センター車購入費等、【一般】食と放射能の講演会開催経費等

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の勤務日数を拡充 2,588            1,294                消費生活相談員報酬・費用弁償等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全の確保を図る。

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

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） 相談員が高度化する消費生活相談に対応できるよう、国民センター等の研修会への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強 ） 化的相談窓 緊急整備及び 入力 相談件数増加 ため 消費生活相談員 勤務 数を拡充等

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）

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）

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）

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）

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） 出前講座や街頭キャンペーン等で使用する啓発品及びリーフレット等を作成し、消費者教育及び啓発活動を実施し市民の知識向上
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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（強化） 一元化的相談窓口緊急整備及びＰＩＯ-ＮＥＴ入力、相談件数増加のため、消費生活相談員の勤務日数を拡充等。



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      2,156                     

対象人員数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,588                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成25年度末予定 相談員数 人

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

2      人

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 相談員数

前年度差 -388           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,513          千円 20年度差 1,338          千円

4,428          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 1,294            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）対象外経費 1,901          千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,941            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

平成2４年度の消費者行政予算 4,199            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,298          千円

平成20年度の消費者行政予算 175               

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 相談内容の高度化に対応できるよう、主に国民センター等の研修に参加できるよう旅費及び研修
負担金を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

①報酬の向上



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）

【様式４】

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） 専門的知識を有する者から相談員等への助言事業 100               100                   講師謝礼

都道府県名 茨城県 市町村名 神栖市

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 082325 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 - 5,690             4,424                -

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）

消費者情報コーナーの充実と消費者教育の推進 2,415             2,415                
学校等への消費者コーナー設置経費・啓発教材作成費・講
座，講演会開催経費等

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）

【一般】消費者団体が開催する講座・講演会等の支援 500               500                   【一般】講師謝礼、啓発品の作成等

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） 消費生活相談員等の研修参加支援 143               143                   研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者啓発推進員の配置による消費者啓発の強化 2,532             1,266                報酬・通勤手当・社会保険料等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する講師による助言事業を実施し、相談窓口の高度化、複雑化に対応する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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

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） （独）国民生活センター主催の専門研修参加への経費支援

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）

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）

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）

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）

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） 消費者団体等と連携し、啓発事業を実施

（強化） 講座・講演会の対象者を児童・生徒・一般・高齢者等へ拡充し啓発事業を充実させる。

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） 消費者団体が開催する講座、講演会など啓発、教育事業の支援をする。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国・県主催の研修会への参加機会を増やし、相談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） 消費生活相談員３名（週３日勤務）交代勤務で相談業務を実施

（強化） 消費者啓発推進員を雇用し、相談業務に加えて消費者教育の充実を図る。



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）
対象人員数

（勤務時間、日数等の拡大）
追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,532                     

1       1,440                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 -2,960        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,312          千円 20年度差 3,330          千円

4,424          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 1,266             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）対象外経費 12,272        千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,736           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

平成2４年度の消費者行政予算 13,608           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,336          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,982             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 週５日勤務とし、研修に参加しやすい体制をとった。（H２４より）

③就労環境の向上 ○ １日の勤務時間を７時間から６時間とし、相談窓口開設時間を二交代制とした。（H２４より）

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他 ○ 週５日勤務とし、休暇を取得しやすい体制をとった。（H２４より）

①報酬の向上 ○ 日額報酬から月額報酬へ変更し、実質的に報酬単価の増額　（H２４より）

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

【様式４】

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 茨城県 市町村名 行方市

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 082333 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 - 7,194             4,947                -

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）

消費者教育講座、講演会及び啓発イベント等の開催 2,301             2,301                
講師謝礼、消費者教育リーフレット・グッズ等の作成、中学校及
び図書館への消費関連図書の整備等

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） 相談員及び行政職員の各種研修会への参加促進 399               399                   旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を２名は位置し、あっせん、啓発活動の強化 4,494             2,247                相談員報酬、共済費

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 消費者教育啓発用品・リーフレット等の作成配布及び消費生活セミナー、出前講座等の開催により、消費者問題解決力の強化を図る。

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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国セン・その他関係機関が実施する研修、セミナーへの参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を2名配置し、あっせん機能の強化、啓発活動の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       4,494                     

（勤務時間、日数等の拡大）

2       2,784                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -2,058        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,802          千円 20年度差 2,558          千円

4,947          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 2,247             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）対象外経費 4,860          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,749             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

平成2４年度の消費者行政予算 5,260             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

平成20年度の消費者行政予算 244               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他 ○ 相談業務の拡充及び相談員後継者の育成を目指す。

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 鉾田市

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 82341 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 - 3,378             2,817                -

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・啓発の充実強化 2,124             2,124                
消費生活出前講座用物品の整備費用、消費者啓発用チラシ・
物品等の作成、若者向けの啓発パンフレット等の作成

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） 相談員の研修参加支援 138               138                   研修会参加旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員による相談体制の拡充 1,116             555                   相談員報酬等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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）
啓発チラシ・パンフレット及び啓発グッズを作成・配付し，消費者被害の防止を図る。
出前講座に係る物品（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ，ｽｸﾘｰﾝ，ｽﾋﾟｰｶｰ，ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ，ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ等）を整備し、消費者教育を推進する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員のレベルを向上させるため研修会への参加を積極的に支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名配置、週４日の相談業務を実施。

（強化） 相談員を2名体制とし、週5日相談業務を実施する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,116                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,170                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -324           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,967          千円 20年度差 -833           千円

2,817          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 555               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）対象外経費 2,291          千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,784             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,001             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 710             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,800             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国・県等が主催する研修会等に出席するための旅費負担等の支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活センター内環境の整備

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 600               600                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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） 弁護士と連携した相談員の勉強会 126               126                   弁護士謝金

都道府県名 茨城県 市町村名 つくばみらい市

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 ０８２３５ 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 - 2,893             2,893                -

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）

市民への消費者教育及び啓発の充実強化 2,143             2,143                
啓発用リーフレット・物品等の作成、お断りシールの全戸配布、
貸出し用図書・ＤＶＤの整備、消費者教育用機器（パソコン等）
の整備等

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） 消費生活相談員の研修参加支援 24                 24                     旅費，負担金等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門的な知識を必要とする相談に対応するため，弁護士を活用した相談員の勉強会を開催。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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） 相談員の研修参加を支援（年3回）

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）

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）

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）

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）

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） 市ホームページ及び広報紙で啓発。

（強化）
消費者被害の未然防止を図るため、リーフレット・啓発品等を作成し，出前講座参加者に配布する。また訪問販売お断りシールを作成
し，市内全戸に配布する。出前講座用のパソコン・マイク等，貸出し用図書・ＤＶＤを整備し，消費者教育の充実を図る。

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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員または行政担当者の研修参加を支援（年7回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -27             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,089          千円 20年度差 3,524          千円

2,893          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）対象経費

－ 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,116          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,982             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

平成2４年度の消費者行政予算 5,316             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,565             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】放射性物質検査の実施 200               200                   【復興】放射性物質検査機器のメンテナンス等

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） 弁護士と連携した相談の実施 378               378                   弁護士報酬等

都道府県名 茨城県 市町村名 小美玉市

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 82368 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 - 6,235             4,675                -

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）

食の安全講演会、食に関する啓発の実施
消費生活展の開催など消費者啓発の実施

1,684             1,684                啓発チラシ・グッズ等の購入，食の安全講習会等の開催経費等

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）

風評被害防止に関する啓発の実施 673               673                   農産物フェアの開催費用（啓発チラシ・グッズ等）

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） 相談員の研修参加支援 180               180                   相談員の旅費，研修費，教材費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談体制の拡充 3,120             1,560                相談員人件費等

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 相談員が多様化する相談に対応できるよう弁護士と連携した相談会を開催する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査機器を活用し，食品等の放射性物質検査を実施する。

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 啓発品などを活用して，地域や学校における消費者教育を推進する。食の安全や消費者問題への関心を高めるための研修会などを開催する。

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） なし

（強化） 農産物などの風評被害を払拭し、安全性を消費者に周知するため，団体との連携して農産物フェアを開催する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修参加費用を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 平成21年11月に消費生活センターを開設し，相談員2名を配置。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,120                     

（勤務時間、日数等の拡大）

2       2,184                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -186           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,515          千円 20年度差 1,899          千円

4,675          千円

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

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

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）対象外経費 2,701          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,190             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,661          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,960          千円

平成20年度の消費者行政予算 616               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 積極的な研修参加における費用を支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 茨城町

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 83020 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 - 5,192             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）

若者，高齢者等の消費者問題解決に向けた啓発 2,307             2,307                若者，高齢者，一般用の啓発チラシ・物品等の作成

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） 国セン等の研修参加支援 41                 41                     旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員（1名）の配置による相談体制整備 2,844             1,422                報酬，費用弁償，社会保険料等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 消費者問題解決力の強化を図るため、若者（成人、中学生）向けの啓発用チラシ・物品等を作成配布

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国セン等の研修への参加を支援し、相談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） なし

（強化） 平成２２年４月から相談員１名を配置し、相談業務（週5日）を開始



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）

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

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,844                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,488                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 1,741          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,362          千円 20年度差 3,252          千円

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）対象の賃料、人件費等 1,422             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）対象外経費 1,621          千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,132             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

平成2４年度の消費者行政予算 3,481             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,860          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

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 250               250                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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 茨城県 市町村名 大洗町

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 83097 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 - 2,995             2,348                -

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等の強化 1,266             1,266                啓発チラシ・物品等の作成、学校等への消費関連図書の整備等

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） 相談員及び相談担当職員の研修参加を支援 186               186                   旅費，負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 1,293             646                   相談員報酬等

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）

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） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 消費者被害の防止を図るため、啓発チラシ・物品等を作成し、周知啓発を行う。また学校等に消費関連図書を整備し、消費者教育を推進

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） より専門的な知識を身につけるため、長期研修等にも参加できるよう旅費等を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の相談員１名を配置し、様々な消費生活相談に対応できるよう、窓口を週５日開設する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,293                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,080                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -                千円

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

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

2,348          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 646             千円

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）対象外経費 719             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,067          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,754          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,035          千円

平成20年度の消費者行政予算 78              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ より専門的な知識を身につけるため、長期研修への参加を支援する。

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

215               210                   
消費生活センター周知リーフレットの作成、参考図書購入、プロ
ジェクター及びスクリーン等の整備等

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 茨城県 市町村名 城里町

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周知・整備

自治体コード 83101 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 - 2,744             2,111                -

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教育及び啓発の強化 1,270             1,264                
高齢者用啓発チラシ、物品等の作成、消費者教育（中学生）の
ための教材等購入、消費者啓発コーナー設置費用等

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） 消費生活相談員の研修参加支援 35                 33                     研修参加旅費、宿泊費、受講料等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 1,224             604                   消費生活相談員報酬等

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）

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）

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） 消費生活センター周知用リーフレットの作成、町内全戸への配布。参考図書の購入。

（強化） 消費生活センター周知用リーフレットを作成し、町内全戸へ配布する。参考図書、プロジェクター等を購入しセンター機能を強化する。

事業名

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

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）

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）

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）

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）

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）
高齢者啓発用のチラシを作成し町内全戸配布する。啓発用ノベルティを作成し、イベント時等に配布し啓発を図る。支所等に消費生活
コーナーを設け、啓発用チラシやリーフレット等を配置する。消費関連書籍や悪質商法対策ゲームなどの教材を整備し、中学生の消費
者教育を強化する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 消費生活相談員が研修に参加する際の旅費や宿泊費、受講料等を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,224                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       1,302                     

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -455           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 835             千円 20年度差 612             千円

2,111          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 604               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）対象外経費 1,290          千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,946             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

平成2４年度の消費者行政予算 1,894             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 604             千円

平成20年度の消費者行政予算 223               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 東海村

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 85642 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 - 3,667             2,930                -

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）

消費者被害に対する注意喚起，危機意識の醸成に向け
た啓発の実施
児童生徒や保護者に対する消費者教育及び支援

2,040             2,040                

学習会講師謝礼、高齢者配布リーフレットの作成、自治会回覧
板作成、中・高生保護者向けリーフレットの作成、小学校・中学
校消費者教育関連図書の整備、小学生対象消費者教育資料
の作成等

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） 消費生活相談員等の研修参加支援 156               156                   研修参加旅費、負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤務日数増加に伴う増加部分 1,471             734                   相談員の報酬増加分、交通費増加分、共済費等

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）

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）

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

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） 自己負担による研修参加，公費では２年に１回，国セン又は全国フォーラムのどちらかに参加

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）

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）

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）

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）

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） 県や国センからのちらし等の掲示等のみで，特に啓発・教育活動なし

（強化）
地域自治会で活用する回覧板に消費者被害予防啓発に関する広告を掲載，啓発に繋げる
高齢者の被害防止に向けリーフレット配布
学校（小学校・中学校・高等学校）の消費者教育の支援に向け，関係図書の整備及び保護者対象の啓発活動

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国や消費者団体が開催する研修への参加を毎年度とし，参加に係る旅費・負担金等費用弁償し支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名，一人当たり相談日３日／週，二人体制での相談日１日／週

（強化） 相談員２名のうち１名の勤務を週３日から週５日へと２日拡大した。これにより，相談員２名体制での相談日を週３日確保する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,471                     

（勤務時間、日数等の拡大）

1       588                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 -71             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,781          千円 20年度差 539             千円

2,930          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 734               千円

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）対象外経費 3,852          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,711             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

平成2４年度の消費者行政予算 4,786             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 934             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,242             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ レベルアップに向け国や消費者団体実施の研修参加に要する旅費・負担金の費用弁償

③就労環境の向上 ○ 出勤日数増加相談員の社会保険・雇用保険加入

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他 ○
相談員（嘱託員）任用の更新は５回を限度としているが，交付金対象相談員にあっては
限度を超えての任用に繋げる。

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査の実施 300               300                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

25                 25                     参考図書の購入

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 茨城県 市町村名 大子町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活関連図書の購入

自治体コード 083640 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 - 2,344             2,070                -

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）

消費者啓発の充実強化 1,428             1,428                啓発用物品，チラシ等の作成

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） 研修参加者支援 43                 43                     研修参加旅費，資料代等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 548               274                   相談員の報酬，交通費等

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）

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） なし。

（強化） 【復興】放射性物質検査を実施し、食の安全を確保する。

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） 相談室の図書の購入。

（強化） 相談室の図書の購入。

事業名

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。

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）

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）

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）

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）

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） 啓発チラシ・グッズ等を作成配布し、消費者被害の未然防止を図る。

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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員等の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 相談員を配置した相談窓口を開設し、相談体制を整備する。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       548                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       312                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -148           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 387             千円 20年度差 317             千円

2,070          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 274               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）対象外経費 535             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,457             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

平成2４年度の消費者行政予算 1,310             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 775             千円

平成20年度の消費者行政予算 70                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国セン，県開催の研修会への参加支援（国セン3日，県7日）

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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） 【復興】食品等の放射性物質検査を実施する。 250               250                   【復興】放射性物質検査機器の校正費用等

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 茨城県 市町村名 美浦村

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 84425 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 - 2,289             2,033                -

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）

消費者教育啓発を充実強化する。
【一般】食の安全の啓発を実施する。

1,482             1,482                
啓発用チラシ・物品等の作成、消費者教育用教材等の購入
【一般】食の安全に関する出前講座の開催等

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） 相談員の研修参加を支援する。 45                 45                     旅費、研修費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置。 512               256                   報酬費

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）

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） なし

（強化） 放射性物質検査機器を実施し、食の安全を確保する。

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

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

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）

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）

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）

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）

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）
【一般】食品安心安・全分野の対応力を強化するため、住民を対象とした調理実習を兼ねた研修会を開催する。
消費者被害の防止を図るため、啓発チラシ・物品等を作成配布する。また、老人会や健康教室などで出前講座を実施し、消費者教育
の強化を図る。

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）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター及び県消費生活センターの研修参加を支援し、相談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） 消費生活相談員1名を配置し、週３日消費生活相談を実施。

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       512                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       504                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

2      人

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 相談員数

前年度差 16              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,553          千円 20年度差 -519           千円

2,033          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 256               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）対象外経費 1,537          千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,586             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

平成2４年度の消費者行政予算 2,727             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,072             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び県消費生活センター主催の研修参加費用の支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

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 茨城県 市町村名 阿見町

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 084433 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 - 3,798            2,961                -

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）

被害防止のための消費者教育・啓発事業の充実強化 2,044            2,044                啓発用チラシ・物品の作成、消費者教育用冊子の購入等

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） 相談員の研修参加支援 80                80                    旅費、教材費、受講料等

⑧消費生活相談体制整備事業
あっせんの強化を図り、従前からの相談員の報酬を引上
げるとともに、平成23年度から新たに相談員を1名配置

1,674            837                  報酬、費用弁償



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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

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） 県主催の研修のみ支援。

（強化） 国・県等が開催する研修への参加を支援し、相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

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）

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）

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）

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）

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） 県等が作成したパンフレット等を出前講座等で配布することにより、消費者教育を実施。

（強化）
高齢者・若者等を対象とした消費者教育の冊子・グッズを購入し、消費者教育を推進する。また弁護士と連携した無料法律相談会を開
催する。

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）

化 国 県等 開催す 研修 参加 支援 、相談員 ｯ 図 。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年度は専門相談員を2名配置。

（強化） 平成23年度4月から相談員の報酬を引き上げるとともに、相談件数の増加に対応するため、新たに相談員を1名配置した。



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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,674                     

1       786                        

対象人員数
（報酬引上げ）

2       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

3      人

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 相談員数

前年度差 -165           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,950          千円 20年度差 927             千円

2,961          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 837               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）対象外経費 3,115          千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,911            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

平成2４年度の消費者行政予算 3,953            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 838             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,023            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 継続して国・県等の研修参加のため旅費等を支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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 ﾌﾟ事業（研修開催）

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）

10                 - 執務参考資料

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 茨城県 市町村名 河内町

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 084470 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 - 1,911             1,638                -

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）

広報媒体を活用した消費者教育及び啓発の実施 1,450             1,389                消費者啓発用パンフレット・リーフレット・啓発物品等の作成

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） 相談員の研修参加支援 47                 47                     研修参加旅費、研修費、教材費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 404               202                   相談員報酬等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止の為の教材（パンフレット・リーフレット）及び啓発物品等を作成配布する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の知識向上を図るため、国・県が主催する研修への参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名を配置し、週1日相談対応を行う。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       404                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       318                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 96              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 519             千円 20年度差 514             千円

1,638          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 202               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）対象外経費 423             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,157             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

平成2４年度の消費者行政予算 1,010             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587             千円

平成20年度の消費者行政予算 5                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援 ○ 研修参加時における交通費・教材費等の支援

③就労環境の向上 ○ 相談機能向上の為の執務参考資料の整備

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 八千代町

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 85219 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 - 2,053             1,933                -

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）

【復興】食品等の放射性物質検査を実施する。
食の安全の啓発、高齢者等の被害防止の啓発等を実施
する。

1,813             1,813                

【復興】放射性物質検査機器のメンテナンス費用等
食の安全研修会の開催費用（材料費、講師謝金等）、啓発用チ
ラシ・物品等の作成、学校・図書館等への消費び食の安全関連
図書の整備等

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を配置して、消費生活相談を実施する。 240               120                   相談員報酬等

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）

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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）
放射性物質検査の実施し、食の安全を確保する。また、消費生活講習会の開催及び啓発チラシ等の配布により、消費者被害の未然防
止に取り組む。町内の各学校・公立図書館・給食センターに消費者関連及び食の安全関係図書を整備し、消費者教育・食の安全教育
を推進する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を配置し、月2回消費生活相談を実施する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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）

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 時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       240                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       192                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 35              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 202             千円 20年度差 155             千円

1,933          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

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）対象外経費 167             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,135             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

平成2４年度の消費者行政予算 855               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 688             千円

平成20年度の消費者行政予算 47                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

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 相談員数

④その他

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



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）

【様式４】

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）

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 茨城県 市町村名 五霞町

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 85421 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 - 1,120             1,060                -

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・啓発の充実強化を図るため車両を整備。 1,000             1,000                消費者啓発用車車両の整備等

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 120               60                     消費生活相談員の報酬

⑥消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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） 専用車を整備し、出前講座の開催、消費者啓発等の充実強化を図る。

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）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

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



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       120                        

1       84                          

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 100             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 165             千円 20年度差 154             千円

1,060           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 60                 千円

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）対象外経費 65               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,225             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

平成2４年度の消費者行政予算 525               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             千円

平成20年度の消費者行政予算 11                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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 茨城県 市町村名 境町

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 85464 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 - 1,420             1,360                -

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）

消費者啓発の充実強化 1,300             1,300                
啓発用リーフレット・物品等の作成、消費者教育用物品の整備
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）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置による相談窓口の強化 120               60                     相談員報酬

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）

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）

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

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）

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）

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）

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）

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）

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） 啓発物及びチラシにより、広く周知・啓発を図る。また、小・中学校にパンフレットスタンドを設置し、児童・生徒への消費者教育を図る。

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）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） H24年4月から相談窓口(月1回)を開設、相談員を配置。



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       120                        

1       84                         

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 -                千円

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

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

1,360          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 60                 千円

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）対象外経費 65              千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,425             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

平成2４年度の消費者行政予算 525               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             千円

平成20年度の消費者行政予算 5                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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



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）

【様式４】

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 市町村名 利根町

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 85642 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 - 1,396             1,205                -

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・啓発の充実強化 994               994                   
啓発用チラシ・物品の作成及び消費関連図書の整備
消費者教育啓発用物品（パソコン）の整備等

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） 相談員の研修参加支援 20                 20                     研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 382               191                   相談員報酬等

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）

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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） 啓発用チラシ・物品を作成配布し、消費者被害の防止を図る。また、消費関連図書・パソコン等を整備し、消費者教育を推進する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を配置し、週1回相談窓口を開設する。（H22.4.1～）



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       382                        

（勤務時間、日数等の拡大）

1       306                        

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

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 相談員数

前年度差 19              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 257             千円 20年度差 257             千円

1,205          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 191               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）対象外経費 238             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,462             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

平成2４年度の消費者行政予算 565               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 327             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

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

④その他

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


