
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）

（講座）講師謝礼、教材用啓発本等購入
（機関紙）センターだより・センターリーフレット
（啓発）バス車内放送
（委託）建築士、被害者支援団体

1,034                

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）

消費者被害防止のための啓発
住生活、生活再建に係る相談に対し、専門家による相談
窓口を設置

消費生活センター家賃、共益費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター機能強化 6,905            4,554                

旅費・受講料（３名分）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑧消費生活相談体制整備事業

交付金相当分対
象経費

対象経費

-

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬地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）

- 5,713                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

都道府県名 石川県 市町村名 金沢市

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業経費事業の概要

1,034            

合計

125                   

年度平成 25172014

相談員研修への参加支援（３名分） 125               

自治体コード

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
（先駆的事業）

8,064            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

国民生活センター研修に相談員１名を派遣（４名中）

（既存）

（強化）

多重債務問題庁内連絡会議の開催、講師謝金等はなし

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

上記の強化された環境を維持、継続するためセンターの移転に伴い発生した費用について充当。

（強化）

（既存）

基金期間中に、移転のための改修及び事務機器（机、椅子、書庫等）の設置を行い、プライバシーの保たれた相談環境を整備し、休
日相談やセンター内での啓発を実施可能とした。

事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

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）

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）

（既存）

⑬地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）

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

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）

上記に加えて、相談員及び職員３名を派遣（強化）

（既存）

（講座）一般市民を対象に、通信制消費者講座を開催する
（機関紙）センターだよりを発行（年２回）、センターリーフレットの発行
（啓発）バス車内における消費生活センターPR放送の実施
（相談会）建築士、被害者支援団体に委託し、住生活、生活再建に関する専門相談を相談員の同席により実施し、多様な相談に専門
的に対応するとともに、相談員の資質向上を図る。

（既存）

悪質商法防止にかかる出前講座実施、啓発イベントなし、機関誌なし、弁護士、司法書士による多重債務専門相談あり。（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

自治体参加型

研修参加・受入要望

人

-1,814         千円前年度差

人日

29,692         前年度の消費者行政予算

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算 13,824         

対象人員数計 追加的総費用

千円

実施形態

5,737          千円千円 20年度差

4,554          

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

-                

19,561         

うち交付金相当分対象経費 8,317          

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象外経費

5,713          

人日

千円うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

法人募集型

25,274         千円今年度の消費者行政予算

21,375         

千円

千円

千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1              人

115          

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

千円

対象人員数
（報酬引上げ）

参加者数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

具体的内容

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

今年度末予定うち委託等の相談員

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

4      

相談員数

基金を活用し、研修会等に参加できる機会を多くする

相談員総数

○

今年度末予定

人

相談員数前年度末

人前年度末 相談員数

前年度末

4      

今年度末予定

今年度末予定相談員総数

前年度末

4      人

4      

人うち定数内の相談員 相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

消費生活相談員の配置

うち定数外の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,468            2,353                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

法執行の強化 36                 36                    参考図書購入費、法令台本追録代

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
（先駆的事業）

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、庁内連絡会での研修 1,053            1,053                
啓発用パンフレット・グッズの作成、消費者講座・講演会の開催
（講師謝金、講師旅費等）、広報記事作成、ラジオスポットＣＭ、
庁内研修（謝金）、注意喚起用チラシ掲示板設置

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） 県外研修への参加支援（相談員、行政職員） 150               150                   旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（1名）の雇用 2,229            1,114                非常勤職員報酬、社会保険料

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 石川県 市町村名 七尾市

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 172022 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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） なし

（強化） 執務参考資料を購入し法執行を強化

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（先駆的事業）

（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） 広報紙でスペースを確保できれば啓発記事を掲載、職員による講座開催、講座開催時配布用啓発チラシの作成、消費生活改善推進員への啓発教材の配布、弁護士等による庁内研修会は実施なし

（強化）
啓発ラジオＣＭの放送（180本）、啓発のため広報誌へ特集記事掲載（１回）、新成人向けリーフレットの配布（600部）、民生委員へ啓発
小冊子の配布（200冊）、一般市民を対象とした草の根消費者啓発講座の実施（１回）、高齢者・婦人会向け出前講座の開催（年20
回）、センター等に注意喚起用ボードの設置（４ヶ所）、庁内連絡会等で弁護士等による研修を実施（１回）

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） 県が開催する担当者研修会に担当職員１名が年３回参加

（強化） 相談員のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に相談員及び担当職員２名が各１回参加できるよう支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を新たに配置（平成22年４月から）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 79               千円うち交付金相当分対象外経費 1,641          千円 20年度差 1,174          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,114          千円

今年度の消費者行政予算 3,994          千円

うち交付金相当分対象経費 2,353          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,562          千円

うち交付金相当分対象経費 1,623          千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,185          千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,229                     

平成20年度の消費者行政予算 467             

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       1,581                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 4,950            3,728                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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 2,372            2,372                
講師謝金、啓発冊子購入費、広報誌掲載料、消費啓発推進隊
員謝金

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） 相談担当職員の研修参加支援 135               135                   旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）の雇用 2,443            1,221                非常勤職員報酬、社会保険料、

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 石川県 市町村名 小松市

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 172031 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） くらしの講座の開催（昼間）、緊要な情報についてのみスペースがあれば広報紙へ掲載

（強化）
広報誌に消費コーナーを設置し、相談窓口の周知や消費者への情報提供を行う（毎月市内全世帯に配布）、悪徳商法被害防止のた
めの冊子・チラシ・グッズの配布、幅広い年齢層に対応した消費啓発講座の開催、消費啓発推進隊員による老人会等などでの啓発活
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・県研修会への行政職員1名の参加

（強化） 消費相談員および行政職員のレベルアップのため、県内・県外研修に参加できるよう旅費等の支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を継続配置（平成23年4月から）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -329           千円うち交付金相当分対象外経費 1,272          千円 20年度差 -177           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,221          千円

今年度の消費者行政予算 5,000          千円

うち交付金相当分対象経費 3,728          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,601          千円

うち交付金相当分対象経費 3,712          千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,313          千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,443                     

平成20年度の消費者行政予算 1,449          

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       1,708                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県外研修への参加を支援する

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 輪島市 自治体コード 172049

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能強化 27                 20                    図書購入費

平成 25 年度

事業名 事業の概要

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談等に従事する職員の県外研修への参加支援 82                 82                    研修参加旅費

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 209               216                   啓発用冊子、リーフレット作成

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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
（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 318               318                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 基金期間中、ＰＩＯ－ＮＥＴ周辺機器及び相談関係書類を整理するための備品や執務参考図書を整備し相談体制を強化した

（強化） 法改正や最新相談事例に対応できるよう参考図書のさらなる充実と出前講座の実施に関する機能を強化した

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する担当者研修会やセミナーに担当職員１名が年３回参加

（強化） 国民生活センター等が開催する県外での研修へ相談等に従事する職員１名が年１回参加

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） 市の広報紙に消費生活に関する情報を年８回掲載、市のケーブルテレビにより急を要する啓発情報を年２回放送、申し込みにより職員による出前講座を実施

（強化） 高校生向け及び消費生活行政PRコーナー設置の消費者トラブル防止のための啓発用冊子、リーフレットを作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 793             千円

前年度の消費者行政予算 596             千円

うち交付金相当分対象経費 537             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 59               千円

今年度の消費者行政予算 318             千円

うち交付金相当分対象経費 318             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

前年度差 -59             千円うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -793           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 珠洲市 自治体コード 17205

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入 4                  3                      参考図書の購入

平成 25 年度

事業名 事業の概要

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の県外研修への参加支援（２名） 136               135                   県外研修旅費、受講料

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

消費者被害防止のための啓発 246               244                   啓発用パンフレットの作成、消費者講座の開催（会場使用料）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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
（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 386               382                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
基金期間中は事務機器及び啓発用機材（パソコン、プロジェクター等）、執務参考図書を整備し相談体制の強化を図った。また、窓口
周知用グッズを配布した。

（強化） 様々な相談事例に対応できるよう参考図書を購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する担当者研修に参加。

（強化） 国民生活センター開催等県外の研修に担当職員２名が各１回参加できるよう支援。

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

（既存） 職員による出前講座の開催。市の広報に消費生活の記事掲載。金融学習活動推進事業として、小学生向け、一般向け金融講座を開催。

（強化） 啓発チラシの全戸配布。市内高校卒業生を対象に消費者トラブルガイドブックの配布。消費者講座（2回）の開催。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 43               千円

前年度の消費者行政予算 1,304          千円

うち交付金相当分対象経費 1,251          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 53               千円

今年度の消費者行政予算 418             千円

うち交付金相当分対象経費 382             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

前年度差 -17             千円うち交付金相当分対象外経費 36               千円 20年度差 -7               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,250            1,250                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための啓発 1,142            1,142                消費者教育講座（講師謝金、旅費）、啓発チラシ･グッズの作成

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） 相談職員の県外研修への参加支援（２名） 108               108                   旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

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 石川県 市町村名 加賀市

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 172065 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 広報記事の掲載、高齢者向けに相談担当職員による出前講座の開催、一般市民を対象とした専門家による消費啓発講座（１回）の開催

（強化）
小・中・高校生及び一般市民を対象に専門家による講座・セミナーの開催、消費者被害防止啓発用チラシ、グッズを作成し、消費者教
育及び啓発を強化。

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

（既存）

（強化）

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） 国セン主催の研修に相談担当職員1名が年１回参加

（強化） さらに、相談員および行政職員のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に年２回参加できるよう支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -7               千円うち交付金相当分対象外経費 2,658          千円 20年度差 -191           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 3,908          千円

うち交付金相当分対象経費 1,250          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 2,665          千円

うち交付金相当分対象経費 1,037          千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,702          千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,849          

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）

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県外開催の研修参加のための旅費、受講料を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 17207 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 羽咋市

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの新設（平成25年4月）、設備充実 440               440                   
専門図書購入費、周知啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ、ﾎﾟｽﾀｰﾊﾟﾈﾙ購入
費

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
県主催研修及び県外研修への参加支援（相談員及び行
政職員）

124               124                   旅費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（1名）の雇用 2,241            1,120                非常勤職員報酬、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）

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）

消費者被害防止のための地域団体等と連携した学習 170               170                   
PTAと連携した子どもの安全研修、食育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等と連携した
食品安全に関する研修開催費

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 658               658                   啓発用パンフレット・グッズの作成費

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）

2,512                -

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
（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,633            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
平成25年4月に消費生活センターを新設。更なる相談体制の強化を図るため、法改正や最新相談事例に対応できるよう参考図書を購
入するとともに、消費者啓発のための周知用スタンド、啓発ポスターを掲示できるパネルを整備し、広く市民への情報発信を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
基金期間中には専用の相談室を整備し（平成21年度）、ＰＩＯ－ＮＥＴ及び相談対応に必要な機材、機器（パソコン、相談机等）を設置
し、専門図書等の執務図書を整備し、相談体制の強化を図った。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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） 県が開催する担当者研修会に担当職員１名が年３回参加

（強化） 相談員および行政職員のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に相談員及び担当職員１名が１回以上参加できるよう支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を新たに配置（平成25年４月から）

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）

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）
PTAと連携した情報通信機器についての研修会、食育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等と連携した食品安全についての研修会を開催し、地域の子どもの
安全について連携を強化する。

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

（既存） 庁舎掲示板、広報誌にて周知活動を実施。関係機関からの依頼を受けた出前講座を年１回程度開催

（強化）
高齢者・若者向・小中学校の児童生徒向け被害防止パンフレット・冊子の作成。新社会人歓迎式・地域自治会にて出前講座を実施
し、資料を配布。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

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

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       1,100                     

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

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,241                     

平成20年度の消費者行政予算 164             千円

前年度の消費者行政予算 909             千円

うち交付金相当分対象経費 731             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 178             千円

今年度の消費者行政予算 3,633          千円

うち交付金相当分対象経費 2,512          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,121          千円

前年度差 943             千円うち交付金相当分対象外経費 1,121          千円 20年度差 957             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の確保

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

4,527            3,162                

自治体コード 172090 平成 25 年度

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

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機能強化
高速輪転機（消費外使用按分算定）、同初期インク代、ノートパ
ソコン・小型プリンター、手ぶら拡声器・マイク・卓上スタンド、
リーフレットスタンド購入

事業名 事業の概要

都道府県名 石川県 市町村名 かほく市

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県外研修への参加支援(行政職員1名、相談員1名) 107               107                   旅費、受講料

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

消費者被害防止のための啓発 940               940                   
啓発用リーフレット・物品の作成、寸劇の作成材料、広報紙特
集記事掲載、子どもかるたセット、中学生配布用クリアファイル
作成等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用 2,659            1,329                非常勤職員報酬、社会保険料等

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）

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）

消費生活市民サークルの啓発活動 332               332                   消費生活サークル活動謝礼、サークル用ファイル等

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
（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 8,565            5,870                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
相談者のプライバシーを保護し、安心して相談ができる個室の相談室や事務機器を整備した消費者センターを設置（平成２３年４月１
日）

（強化）
さらに、消費者被害の未然防止、拡大防止のため、最新の相談事例等に対応した情報提供ができるよう高速輪転機を整備、また、消
費者問題について草の根的な活動を行う市民サークルを立ち上げ、これらが使用する活動用の事務機器の充実を図る

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

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） 国民生活センターが開催する相談員研修に１名派遣していた

（強化） さらに、相談員のレベルアップのため、県外研修へ行政職員1名、相談員1名の参加を支援する

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 行政職員１名（人事異動あり）を専任化し、相談業務を実施

（強化） 加えて消費生活相談員（非常勤職員）1名を新たに配置（平成23年4月から）

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）

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） 消費生活に特化した市民サークルを立ち上げ、市民の地域での活動等を利用した啓発活動を実施する

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

（既存） 金融に関する親子教室や一般市民向けのセミナーの開催、啓発リーフレットの配布、広報紙及びケーブルテレビを利用し緊要な情報を発信

（強化）
加えて対象を中学生、若者に拡大したリーフレット作成、広報紙に特集記事を掲載、また、新成人者等に啓発用ボールペン配付、高
齢者向け啓発用寸劇を敬老会やケーブルテレビに発信、ジャンボカルタの製作など啓発事業を拡充する、

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

（既存）

（強化）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

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

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       1,762                     

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

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,659                     

平成20年度の消費者行政予算 345             千円

前年度の消費者行政予算 5,667          千円

うち交付金相当分対象経費 3,734          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,933          千円

今年度の消費者行政予算 9,002          千円

うち交付金相当分対象経費 5,870          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,329          千円

前年度差 1,199          千円うち交付金相当分対象外経費 3,132          千円 20年度差 2,787          千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 6,426            5,100                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

食品ロスの削減に向けた消費者への周知・啓発の実施と
それによる消費者の認識・行動の変化の調査

2,000            2,000                
消費生活講演会・シンポジウムの開催（１回）、料理教室の開催
（３回）、レシピ集の作成、アンケート調査の実施

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）

消費者被害防止の啓発・消費生活情報等の提供 1,657            1,656                

消費者生活講演会の開催（5回）、出前講座の開催（年20回）、
出前講座用啓発ファィルの作製、中学生用消費トラブルリーフ
レットの作成・４コマ漫画啓発チラシの作成、バスアナウンスによ
る啓発、若者への消費トラブルワークブックの配付

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（4 名） 200               160                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用 2,569            1,284                非常勤職員報酬、社会保険料、費用弁償（交通費）

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 石川県 市町村名 白山市

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 172103 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（既存） なし

（強化）
食品ロスの削減をテーマとする消費生活講演会・シンポジウムの開催（１回）、食材の使い切り術を紹介する料理教室の開催（３回）、食
材の使い切り術を取り込んだレシピ集の作成（4,000部）、アンケート調査の実施（８回）

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） 市職員による啓発出前講座の開催（年1０回程度）、市広報を利用し、県から配信される消費生活関連情報の提供（年間６回程度）

（強化）
消費者生活講演会の開催（5回）、出前講座の開催（年20回）、出前講座用啓発ファィル（4,500枚）、中学生用消費トラブルリーフレット
の制作（4,000部）、４コマ漫画啓発チラシの制作（2,700枚）、バスアナウンスによる啓発（１年間）、消費トラブル対策ワークブックの購入
（3,000部）と配布

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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センターで開催の研修に参加する相談員（一般職員）１名の旅費、研修費を負担

（強化） 相談員および行政職員のレベルアップのため、国民生活センターの実施する研修に相談員および担当職員2名が各2回参加できるよう旅費等を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を継続して配置（平成21年10月から消費生活相談員（非常勤職員）1名を新たに配置）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 13               千円うち交付金相当分対象外経費 1,537          千円 20年度差 1,424          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,284          千円

今年度の消費者行政予算 6,637          千円

うち交付金相当分対象経費 5,100          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,524          千円

うち交付金相当分対象経費 4,100          千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,624            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,569                     

平成20年度の消費者行政予算 113               

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       1,722                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 経験年数に応じて報酬向上を図る

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 172111 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 能美市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員1名配置 982               491                   

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） 相談員及び職員の県内外での研修への参加支援(2名) 83                 83                    旅費

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）

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 388               349                   消費者教育の啓発用品の購入費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務 法受託事務 13                 13                    法受託事務参考図書

合計 - 1,466            936                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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） 県開催の研修に参加し、旅費を支援

（強化） さらに国民生活センター開催の研修に参加できるように旅費を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員（非常勤職員）１名を新たに配置（H22.4から）

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）

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）

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） 県から講師の派遣を受け、一般市民向け及び高齢者向けの相談会を年１０回実施。市広報誌にスペースがあれば緊急な消費生活相談情報について年２回程度掲載

（強化） 各年齢層(高齢者・中高生・成人向け)にあった啓発グッズ・リーフレットを購入し、出張学習会等で配布

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存） なし

（強化） 法定受託事務参考図書の購入



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

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

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       1,056                     

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

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       982                        

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 1,700          千円

うち交付金相当分対象経費 972             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 728             千円

平成25年度の消費者行政予算 1,519          千円

うち交付金相当分対象経費 936             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 491             千円

前年度差 -145           千円うち交付金相当分対象外経費 583             千円 20年度差 583             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,424            2,212                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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）

消費者教育の推進、被害防止のための啓発
弁護士等の協力による相談会の開催

523               523                   
パンフレット等配布（敬老会、成人式）、研修会10回程度開催
（講師謝礼、教材購入）、協力者謝礼等

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） 相談員及び職員の県内外での研修への参加支援 226               226                   旅費（常勤職員１名、非常勤職員１名）、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（１名）の雇用 2,423            1,211                消費生活相談員報酬

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）

252               252                   センター設置の周知チラシの配布

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 石川県 市町村名 野々市市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの拡充（平成24年４月開設）

自治体コード 17212 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 広報誌に年３、４回啓発記事を掲載、窓口に購入した啓発チラシを設置、専門家による相談会実施なし。

（強化）
敬老会、成人式等に啓発資材を配布、町内会等の団体を対象とした研修会を開催する。弁護士等の専門家による相談会を相談員の
同席により実施し、相談員の資質向上を図る。

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）

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） 県が主催する担当者研修会に担当職員１名が年３回参加

（強化） 相談員及び行政職員のレベルアップのため、国民生活センターが開催する研修に相談員１名及び担当職員１名が各２回参加できるよう支援

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（非常勤職員）１名を配置（平成21年10月）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
基金期間中、消費者相談専門電話、消費生活相談ブース及び消費生活相談用パソコン、周辺機材（机、いす）を設置し、法改正や最
新相談事例に対応できるよう執務参考資料等を整備して、窓口強化を図り、平成24年４月に消費生活センターを設置した。

（強化） センター周知のためのチラシを作成し、住民に対する周知を行う。

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 223             千円うち交付金相当分対象外経費 1,362          千円 20年度差 1,310          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,211          千円

今年度の消費者行政予算 3,574          千円

うち交付金相当分対象経費 2,212          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,139          千円

うち交付金相当分対象経費 1,870          千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,009          千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,423                     

平成20年度の消費者行政予算 52               

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       1,906                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員レベルアップのため、関係機関が実施する研修会等に参加

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の研修履修状況又は資格取得状況に応じて段階的に改善する。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 136               136                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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

消費者トラブルの被害防止のための事業 130               130                   
出前講座の開催、啓発用チラシ等の作成、啓発資料展示用備
品の購入

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

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） 相談員の県内での研修への参加支援 6                  6                      旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

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 石川県 市町村名 川北町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 173240 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 啓発用チラシの全戸配布、消費者問題の出前講座等の開催（年１回）、啓発資料等展示用備品の設置

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） 県開催の研修に相談担当職員が参加できるよう旅費を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 136             千円

うち交付金相当分対象経費 136             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

うち交付金相当分対象経費 136             千円

千円

前年度の消費者行政予算 136             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                

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）

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 2,468            1,246                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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 160               90                    消費者教室の啓発冊子、グッズの購入

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県内研修への参加支援(相談員) 4                  4                      旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員(1名)の雇用 2,304            1,152                非常勤職員報酬、社会保険料、費用弁償（交通費）

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 石川県 市町村名 津幡町

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 173614 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 県から講師の派遣を受け老人会等で消費者啓発講座を実施、県や関係団体から送付を受けチラシを配布

（強化） 消費者被害未然防止のため啓発冊子やグッズを作成し、学校、一般、老人会等対象の出前講座等で配付

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） 相談担当職員が県実施の研修に参加。国民生活センター等の実施する県外の研修参加はなし

（強化） 新たに雇用した相談員のレベルアップのため、県が開催する研修に4回参加できるよう支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員(非常勤職員)１名を新たに配置(平成24年４月から)

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,173         千円うち交付金相当分対象外経費 1,222          千円 20年度差 1,222          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,152          千円

今年度の消費者行政予算 2,468          千円

うち交付金相当分対象経費 1,246          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 2,395          千円

うち交付金相当分対象経費 2,243          千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,638          千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,304                     

平成20年度の消費者行政予算 -                

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       1,922                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 352               352                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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 352               352                   消費者啓発講座（講師謝礼）、啓発パンフレット・グッズの作成

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

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 石川県 市町村名 内灘町

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 173657 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 県や関係機関から送付された啓発チラシを町の施設等に配布

（強化）
高齢者向け消費生活啓発講座を開催（１回）、悪徳商法被害防止のための啓発パンフレット作成（高齢者向け５００部）、相談窓口周知
用グッズ作成（クリアファイル1000冊、マグネット1000個、ボールペン1000本）

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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1               千円うち交付金相当分対象外経費 181             千円 20年度差 73               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 533             千円

うち交付金相当分対象経費 352             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 182             千円

うち交付金相当分対象経費 197             千円

千円

前年度の消費者行政予算 379             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 108             

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）

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,023            1,021                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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 868               866                   パンフレット購入費、啓発グッズ購入費、講演委託料

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） 相談員の研修への参加支援 155               155                   旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

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 石川県 市町村名 志賀町

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 173843 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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）
新たに各世帯に消費生活情報のパンフレットを年2回配布。町主催事業におけるチラシ及び啓発グッズの配布、講演会による啓発活
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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する担当者研修会に担当職員1名が年2回参加

（強化） 新たに国民生活センター開催の研修に2名が各1回、県開催の研修に担当者1名3回が参加できるよう旅費を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -2               千円うち交付金相当分対象外経費 2                千円 20年度差 2                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 1,023          千円

うち交付金相当分対象経費 1,021          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 4                千円

うち交付金相当分対象経費 1,156          千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,160          千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                

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）

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 宝達志水町 自治体コード 173860

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

平成 25 年度

事業名 事業の概要

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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 504               500                   
啓発用パンフレットグッズの作成。消費者啓発の寸劇開催（講
師謝礼金）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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
（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 504               500                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
基金期間に、庁舎入口に相談窓口の周知等のため啓発パンフレットスタンドの設置、専門書等の執務参考図書を整備し相談体制を
拡充する。

（強化） なし

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県の実施する研修に年1回参加

（強化） なし

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） 年1回程度町の広報誌で消費者啓発記事を掲載。県から講師派遣を受け出前講座を実施（1回）

（強化） 消費者被害防止のために高齢者向けの寸劇開催（１回）啓発用パンフレット・グッズを購入し、町行事にて配布や常時役場内等にＰＲ

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 550             千円

うち交付金相当分対象経費 549             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1                千円

今年度の消費者行政予算 504             千円

うち交付金相当分対象経費 500             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

前年度差 3                千円うち交付金相当分対象外経費 4                千円 20年度差 4                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 769               543                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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 309               309                   
啓発用パンフレットの作成、消費者講座の開催（講師謝金）
消費者行政PRコーナーの拡充（啓発用図書）

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 消費生活相談員（１名）の雇用 450               224                   非常勤職員報酬

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）

10                 10                    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 石川県 市町村名 中能登町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の機能強化

自治体コード 174076 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 町職員による出前講座の開催（年１回程度）、緊要な情報についてスペースがあれば広報誌へ掲載（年１回程度）

（強化）
啓発パンフレットの作成・配布（一般用800部、若者用300部、高齢者用1300部）や消費者行政PRコーナーの拡充（啓発用図書）、専門
家による消費生活講座の開催

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 兼務の担当職員が相談業務を実施

（強化） 消費生活相談員１名を配置（平成２２年４月から）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 基金期間中には執務参考図書を整備し相談窓口を強化する。また、情報提供コーナーを設置した。

（強化） 執務参考図書等の充実により、相談窓口のさらなる強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 226             千円 20年度差 226             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 224             千円

今年度の消費者行政予算 769             千円

うち交付金相当分対象経費 543             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 226             千円

うち交付金相当分対象経費 529             千円

千円

前年度の消費者行政予算 755             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       450                        

平成20年度の消費者行政予算 -                

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       525                        

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 石川県 市町村名 穴水町 自治体コード 174611

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

平成 25 年度

事業名 事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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）

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） 相談担当行政職員の研修への参加支援（1名） 6                  3                      旅費及び受講料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者被害防止のための啓発 467               467                   
住民向け消費生活被害啓発用品の購入、啓発講座開催（謝
金、旅費）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

食品ロス削減のための意識の啓発 2,757            2,747                

料理教室開催（旅費、謝金、施設利用料、啓発グッズ、材料費
等）、フォーラムの開催（旅費、謝金、施設利用料、イベント運営
委託、広報宣伝費等）、レシピ集の作成（謝金、冊子作成費、材
料費等）

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）

⑬地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）

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）

合計 - 3,230            3,217                -

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が実施する研修会へ担当職員１名が年1回程度参加。

（強化） 相談対応のレベルアップを図るため、更に県が実施する研修会へ担当職員1名が増回し参加できるよう支援する。(年5回以上）

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

（既存） なし

（強化）
消費者被害未然防止のため啓発用品（啓発用ティッシュ2000個、メモ帳1000個、絆創膏3000個等）を作成し出前講座等で配付、高齢
者や婦人向け出前講座等（年3回程度）を開催することにより消費者教育及び啓発を強化し、住民の安心・安全を守る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬地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）

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（先駆的事業）

（既存） なし

（強化）
食品ロス削減のためのレシピ集を作成し町内全戸配布し、さらに料理教室やフォーラムを開催することにより、町民に食品ロスの周知と
意識の啓発を行う。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 1,226          千円

うち交付金相当分対象経費 1,220          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 6                千円

今年度の消費者行政予算 3,230          千円

うち交付金相当分対象経費 3,217          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

前年度差 7                千円うち交付金相当分対象外経費 13               千円 20年度差 13               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 284               274                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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・消費者行政窓口の周知 182               182                   啓発チラシ・周知グッズ作成

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） 消費者行政担当職員の研修参加支援 102               92                    旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

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 石川県 市町村名 能登町

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 174637 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（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） 町広報誌に年２回程度啓発記事を掲載、出前講座の実施は無し

（強化） 相談窓口の周知を兼ねた消費者トラブル防止のためのチラシ発行（全戸配布）、グッズを配布し、消費者教育の更なる充実を図る。

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） 多重債務問題庁内連絡会議の開催、講師謝金等はなし

（強化） なし

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修に相談担当職員が年１回程度参加

（強化） 担当職員のレベルアップのため県及び国民生活センター等が開催する研修等に参加出来るよう旅費を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -16             千円うち交付金相当分対象外経費 10               千円 20年度差 -11             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 284             千円

うち交付金相当分対象経費 274             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 26               千円

うち交付金相当分対象経費 454             千円

千円

前年度の消費者行政予算 480             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 21               

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）

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,307            1,801                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県内外で行われる研修の参加支援 295               295                   研修旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用 3,012            1,506                非常勤職員報酬、社会保険料、費用弁償（交通費）

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 石川県 市町村名 奥能登広域圏事務組合

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 178462 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県及び国民生活センターの実施する研修に参加し、相談員の更なるスキルアップを図る。

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（非常勤職員）１名を継続配置（Ｈ２２年４月から）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）

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



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

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 411             千円うち交付金相当分対象外経費 1,963          千円 20年度差 1,963          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,506          千円

今年度の消費者行政予算 3,764          千円

うち交付金相当分対象経費 1,801          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                千円

うち交付金相当分対象外経費 1,552          千円

うち交付金相当分対象経費 1,961          千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,513          千円

対象人員数計 追加的総費用

1       3,012                     

平成20年度の消費者行政予算 -                

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       1,860                     

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数


