
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

年度

建築士協会等に原因究明委託、商品テスト検体購入

事業経費事業の概要

法律相談の充実（相談員等対象）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

141003 平成 25自治体コード

対象経費

630                 弁護士謝金

外部機関委託料、検体購入費用

都道府県名 神奈川県 市町村名 横浜市

基金（交付金相
当分）対象経費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

-                     

630              

2,511               2,511           

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

啓発・広報経費（グッズ、パンフレット等作成費）、年代別（高齢
者・若者）啓発用資料作成経費、携帯メルマガ配信経費、セン
ターサポーター制度関連経費（教材支援・人材育成）、食品表
示・安全講座経費（会場借り上げ、講師謝金等）、食品表示・安
全110番実施費用、交通機関各種媒体活用による啓発、情報
資料展示室一般供覧に資する資料（書籍等）の購入、専門家
等講師謝金、講師派遣手数料、調査実施費用、研修実施費
用、啓発教材・機材等の作成・購入、啓発・広報資料等の作成・
購入、地域に向けた情報発信用様式作成費、等

44,678         

相談員対象の法律知識等専門知識研修

相談受付時間延長に伴う相談員の報酬改定・処遇改善、
相談員等増員（消費者ホットライン・事故情報等に伴う相
談窓口強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活推進員活動のＰＲや消費者被害情報とその対
応策等を地域へ情報発信するためのモデル事業実施等

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

法律研修、専門知識研修講師謝金

3,123           

25,787         

モデル事業実施費用、消費生活推進員活動事例集作成費等

25,787             

若者への啓発、高齢者への啓発、携帯電話メルマガ等に
よる啓発実施、啓発用資料の購入、センターでの食品表
示・安全に関する講座開催、食品表示・安全110番実施、
学校への啓発教材配布、専門家による出前講座（学校・
教員研修・ＰＴＡ）の実施、消費者教育関係調査、若者・
成人一般・高齢者への啓発等、消費生活推進員地区活
動用啓発教材作成・購入、消費生活推進員対象の研修
の実施、消費生活推進員の地域に向けた情報発信支援
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）

-76 52780 097-

461                 3,368           

相談員の月給増、相談窓口強化に伴う相談員・嘱託員増員経
費等

44,015             

3,123            

合計 -76,527           80,097         -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）
（既存）

（既存）

弁護士等専門家を招き、法律知識研修及び専門知識研修等開催（法律知識研修及び専門知識研修で年12回を時間外に実施）

（既存）

（強化）

（強化）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

弁護士による相談員への法的助言を月５回（H21は６回、H22以降は８回）とし、必要があれば相談時に弁護士も同席

建築士協会・技術士会等専門家への委託（月２回程度、３部門）、既存の機器等で対応

建築士協会等専門機関への原因究明委託、商品テスト検体購入

弁護士による相談員への法的助言（月３回）

（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

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

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）

（強化）

（強化）

事業名

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）

（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
（既存）

（強化） 相談受付時間延長に伴う相談員の報酬増、消費者ホットライン・事故情報等に伴う相談窓口強化（相談員等増、相談回線増設）

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）

既存資料で対応（既存）

（強化）

（既存）

特色のある活動をモデル事業として支援、消費生活推進員活動事例集作成等

なし

（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）

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）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
H20は週24時間勤務（H21から週30時間勤務）

（既存）

（強化）

センターによる市民啓発広報（啓発グッズ・パンフレット等）、若者向けパンフレット、高齢者向けパンフレット等の作成・配布、携帯電
話・パソコンのメルマガによる緊急警報発信、センターサポーター事業（教材支援、人材育成）、食品表示・安全に関する講座をセン
ターで開催（H21以降）、食品表示・安全110番を実施、交通機関各種媒体活用による啓発、情報資料展示室一般供覧に資する資料
の充実、学校・家庭への消費者教育・啓発強化（市立小等への啓発教材配布、専門家派遣による出前講座・教員研修・親子金銭教
育講座実施）、消費者教育関係調査の実施、若者・一般成人・高齢者への啓発、消費生活推進員地区活動用啓発教材作成・購入、
消費生活推進員対象の研修の実施、消費生活推進員のＰＲ・活動活性化（活動ＰＲ・被害情報とその対策等地域への情報発信を支
援するため回覧・掲示用専用様式の作成等）

（強化）

（強化）

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）

法人募集型

人実地研修受入人数

実施形態

自治体参加型

参加者数

研修参加・受入要望

人

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

25     

対象人員数計

29     

13,104                   

44,015                   

追加的総費用

29     



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2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 44,015           

千円

千円

77,137        

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

76,527        

354,230       

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

千円-45,559       うち基金（交付金相当分）対象外経費 前年度差

平成20年度の消費者行政予算

千円

千円243,801         

人

64,870        

平成25年度末予定

20年度差 千円

27    相談員総数29    人

308,671       

相談員総数

千円

385,198         

消費生活相談員の配置

千円431,367         

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成24年度末うち定数内の相談員 相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

27    

人

人 平成25年度末予定

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

29    平成25年度末予定

③就労環境の向上

平成24年度末 相談員数うち定数外の相談員

②研修参加支援

平成25年度末予定

人

具体的内容

①報酬の向上

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）

⑦消費生活相談員等 ﾞ ﾟ事業（研修参加支援）

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） クリーニングに関する品質性能検査等の強化 25                 25                    クリーニングに関する検査委託料

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）
専門知識を必要とする相談事例について、弁護士等から
のアドバイス契約

780               780                   
弁護士による法律的アドバイス契約等各種委託料

都道府県名 神奈川県 市町村名 川崎市

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 141305 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 - 71,624           35,646               -

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

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

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

啓発広告・リーフレット等の作成
被災地産品応援フェアの開催
高齢者を見守る地域包括支援センター職員等を対象とし
た消費者教育講座を実施

16,079           16,079               
リーフレット等作成に係る委託料・広告掲出料
イベント実施に係る委託料
消費者教育講座実施に係る委託料

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者ホットライン開設等に伴う相談体制の強化（相談員
の勤務日数拡大）、相談員の専門性を考慮した報酬引上
げ等

54,740           18,762               相談員の勤務日数の増加、報酬引上げ等に係る委託料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）
弁護士とは個別方式（書面相談）３０分・年１６回、研修方式１２０分・年３回による相談。技術士とは相談事例にもとづく具体的アドバイス
を年間１回受けている。

（強化）
高度な相談及び専門的な相談に対応するため。
・弁護士と月３回程度の来所によるアドバイス契約
・宅地建物取引主任者と月１回程度の来所によるアドバイス契約

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 相談事案にもとづき、必要に応じて検査機関に検査依頼を行う。

（強化） クリーニング協会等と相談事例ごとに年３回程度の検査委託契約。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） ２０年度は月１６日勤務の相談員が８名、月８日勤務の相談員が７名。時間単価１，５３０円。

（強化）
消費者ホットライン開設等に伴う相談体制の強化（相談員の勤務日数拡大）、「あっせん」対応等の相談員の専門性を考慮した報酬引上
げ等を実施。

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）

（既存） 高齢者向け悪質商法対策チラシの発行及び新成人向けに悪質商法被害未然防止啓発広告を実施

（強化）

電車・バス・映画館への広告掲出や啓発物等による注意喚起、着ぐるみを活用した消費者の安心・安全を確保するための取り組みの実
施。また、特定商取引法の一部改正に伴い消費生活安心ガイドの改訂等を行う。
食の安全に関する正しい知識の普及及び食品と放射能に関するリスクコミュニケーションの強化を目的に市内の商店街が主催するイベ
ントや区民祭の中で被災地産品応援フェアを実施
高齢者を見守る地域包括支援センター職員等を対象とした消費者教育講座の実施

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

7      4,452                      

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

14    18,762                    

（報酬引上げ）

13    



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

14    人

前年度差 3,985          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 15    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 139,635       千円 20年度差 -10,720       千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 18,762           千円

平成25年度の消費者行政予算 175,281       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 35,646         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 135,650       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 46,801         千円

千円

平成24年度の消費者行政予算 182,451         千円

平成20年度の消費者行政予算 150,355         

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 14    人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ｈ２２年度委託料の報酬部分の算定基礎額を14.6％増額
Ｈ２３年度委託料の報酬部分に統括管理手当　20,000円/月と主任手当　10,000円/月

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 15    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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

89                   89                

対象経費

480                 弁護士謝礼

基金（交付金相
当分）対象経費

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 相模原市 自治体コード 142093

事業の概要

相談員が弁護士の助言を受けることで、高度な相談に対
応

事業名

480              

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

部会委員報酬

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活審議会において被害救済部会を開催

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 講師謝礼60                   

9,480               9,480           

-

旅費、研修費、教材費

10,189         10,189             -

消費生活講座の充実・強化、啓発資料等作成、配布

相談員、担当職員対象の研修を実施

相談員の研修への参加支援

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）

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

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

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

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

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

80                

講師謝礼、書籍購入費、消費者啓発資料作成、広告掲載料、啓発用折込チラシ作成費

80                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

60                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 国民生活センター以外の研修に 相談員1名につき年1回以上参加できるよう旅費と参加費用及び教材費を支援する

高度な相談に対応するために、弁護士から月1回助言を受ける制度を実施する。

なし

（強化）

（既存）

（強化）

消費生活相談に係る研修に、相談員の自費により参加（国民生活センター主催のみ旅費を支給）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

なし

（強化）

相談員、担当職員を対象に外部講師による研修会を実施する。

消費生活審議会の中で、消費者被害に係る被害救済部会を開催する。

相談員を対象に外部講師による研修会を実施していたが、予算がなく、希望する講師が呼べない。

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

事業名

（既存）

（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）

（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（既存）

（強化） 国民生活センター以外の研修に、相談員1名につき年1回以上参加できるよう旅費と参加費用及び教材費を支援する。

（既存）

（強化）

（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）

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）

（既存）

定例的な消費生活講座の開催、啓発資料の作成（既存）

（既存）

（強化） 新規講座の開催（年３回程度）、資料作成部数等の拡充、新聞折込チラシの配布等により、消費者教育と啓発のさらなる活性化を図る。

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）
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）



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

人日

人日

追加的総業務量（総時間）

実施形態

人

人

研修参加・受入要望

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

454            3,212         うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円前年度差

千円

千円

49,244           

千円

千円

38,074        

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,170        千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -

10,189        

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

48,717           

38,528        20年度差千円

千円平成20年度の消費者行政予算 35,316           

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

平成２１年度から相談員の研修参加費用支援を開始する。

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

○

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

○ 平成２１年度から相談員報酬を５％増額する。

-

具体的内容

平成25年度末予定人

人

人

平成25年度末予定11    

-

平成24年度末 相談員数うち定数外の相談員

11    

平成25年度末予定相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-

11    

-

人人 平成25年度末予定消費生活相談員の配置 11    相談員総数平成24年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

弁護士等の活用による相談員への指導・助言

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 横須賀市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

基金（交付金相
当分）対象経費

年度142018

対象経費

謝金540                 

事業名 事業経費事業の概要

540              

56                   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）

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）

国民生活センター研修等への参加支援

専門資格者による研修の開催 160              講師謝金160                 

56                

-1,808               

謝金、図書購入費

旅費・研修費

合計

1,052               1,052           
食の安全・安心セミナー、民生委員等研修会、職域向け
消費者問題講座の開催。多重債務問題、住宅リフォーム
契約相談。閲覧用図書購入の増

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

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）

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）

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

1,808           -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

国民生活センター開催の研修を追加受講（１回）（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）

（既存）

事業名

（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）
なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、弁護士などの専門知識を有する者を活用（指導・助言等）（合計１２回）

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

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）
国民生活センター開催の研修に年１回受講する旅費と研修参加費を支援

毎月１回、消費生活相談員全員が事例研究・情報交換を行っている。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員を対象として消費者行政に係る研修を実施する講師謝金を支援（年８回）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

国民生活センター開催の研修を追加受講（１回）

（既存）

（既存）

（強化）

悪質商法被害防止講座（１４回）の開催、年１回、専門家を講師として招聘し食のセミナーを開催している。

既存に加え、民生委員等研修会の開催（６回）、職域向けに消費者問題講座の開催（９回）、「食の安心・安全セミナー」を市内２箇所
で開催。
多重債務相談（２４回）、住宅リフォーム契約相談（６回）。閲覧用図書の購入の増

（強化）

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） （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）

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）

（強化）

（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

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態

人

自治体参加型

人日

参加者数

研修参加・受入要望

人

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

人日

法人募集型

実地研修受入人数

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総費用対象人員数計

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成24年度末

平成2４年度の消費者行政予算 千円

千円

相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円1,729          

千円

千円

9      平成25年度末予定

-                   

人

18,156        

千円

千円

20年度差千円

人

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

前年度差

相談員総数 9     

千円-92            

うち基金（交付金相当分）対象経費

20,858           

18,248           

-                   

平成2５年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

19,964           

1,808          

-                   

19,129        

うち基金（交付金相当分）対象経費

消費生活相談員の配置

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-973           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

相談員数

-      -     平成25年度末予定人

人9      平成25年度末予定

国民生活センター主催の研修参加のための旅費・研修参加費を支援

具体的内容

平成24年度末

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

○

処遇改善の取組

人-      相談員数 平成25年度末予定 相談員数 -     人

相談員数

相談員数 9     平成24年度末

うち定数内の相談員 平成24年度末

人

人

うち委託等の相談員

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）

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） 消費者の持ち込む食品の放射性物質簡易検査実施 833              250                 検査負担金

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 神奈川県 市町村名 平塚市

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 142034 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 - 20,163         6,886               -

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）

食品表示・安全分野に係る消費者啓発のための講座開
催、被害未然防止用出前講座の実施、消費者教育普及
用教材貸出等、住宅相談斡旋時における建築士の立会
い、啓発のための広報事業実施

4,499           4,320               
講師謝礼、建築士謝礼、出前講座用機材、資料、学校向け教
材等
啓発資料製作費、啓発物品等購入、地域情報紙等広告代

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員のレベルアップを図るため国・県等主催の研修に
参加

157              93                   研修参加の旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者庁創設に伴うナビダイアルにより消費生活セン
ターが広く周知され、相談業務が増大することが見込まれ
るため、1日に配置する相談員の増員及びＰＩＯ－ＮＥＴ即
日入力のため、1日の相談員勤務時間の増

14,569         2,118               相談員配置増及び勤務時間増に伴う相談員の報酬追加分

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） 専門家を講師として、事例研究会等研修会開催 105              105                 研修会講師謝礼



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 専門家を講師として、事例研究等の研修会開催

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）
（既存） 国民生活センター主催の研修（専門・事例講座）に１人当たり１回参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 消費者が持ち込む食品の放射性物質簡易検査を実施

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員の勤務体制は月曜日及び連休明けは4人、その他（平日）は3人　勤務時間は9時30分から16時15分までの5時間45分

（強化） 相談員の勤務体制を毎日（平日）4人　勤務時間は9時30分から17時15分までの6時間45分

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

（既存） 自センターにおいて、「くらしの知って得する情報」の講座を開催及び親子で一緒に体験する「食・環境・金融」の教室の開催

（強化）

最近の消費者被害の状況を踏まえ、被害を未然に防ぐため市内各地域、施設に出向き講座を開催／消費者教育を普及するためＤＶ
Ｄなどの貸出等/食品表示・安全分野における市民向け講座の開催/住宅相談で、施工上の問題等により事業者と消費者との主張に
相違が生じた際、斡旋時に建築士を同席させ中立的立場での助言により斡旋解決を図る。/地域情報紙等への広告代/若者・高齢者
等に契約トラブルに巻き込まれないための啓発物品等の配付/啓発資料を作成し学校等に配付

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・県等主催の研修に参加、国民生活センター主催の研修に１人当たり複数回参加



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

5       2,064                     

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

5       2,118                     

,

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

5     人

前年度差 -588           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 15,115        千円 20年度差 4,218         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 2,118             千円

平成2５年度の消費者行政予算 22,001           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,886          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 15,703        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,333          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 20,036           千円

平成20年度の消費者行政予算 10,897           

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 ○ 平成22年度から健康診断実施。

②研修参加支援 ○
平成22年度から1人当たり国ｾﾝ専門・事例講座1回（3日間）参加のみ勤務扱いであっ
たのを、県等主催の研修参加も勤務扱いとする。平成25年度は1人当たり12回。

③就労環境の向上 ○
平成21年度から社会保険適用。
平成22年度から有給休暇8日間から22日間（含む夏季休暇）に増加。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成22年度から日額報酬から月額報酬に、交通費支給なしを交通費支給に改める。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 5      人 平成25年度末予定 相談員数 5     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）

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）

事業の概要

弁護士等の助言を得て専門的な相談への対応力を強化する 1,100           

対象経費

1,100               弁護士・司法書士助言事業

事業名
基金（交付金相
当分）対象経費

25都道府県名 神奈川県 市町村名 鎌倉市 自治体コード 142042 平成 年度

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-

250                 講師謝金

出前講座の実施,教材等の作成 650                 

1,935

250              

141              

650              

141                 

相談員、担当職員向け研修会を開催

神奈川県、国民生活センター等の研修会への参加支援
（7名）

4,076               

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）

旅費・負担金

1,935               消費生活相談員報酬・費用弁償・時間外勤務手当

啓発行事等でﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾃｯｶｰ等を配布

- 4,076           合計

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）

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

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）

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）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

増大する業務を行うための人件費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（強化）

相談員１名あたり年1回から2回の出張旅費、研修負担金を支援

なし

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

年に5回から10回、相談員、職員対象の研修会を開催。

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）
（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化） 県 国民生活センターなどが主催する研修会への参加機会を増やし 相談員等１名が年3回程度参加できるよう旅費・負担金を支援

（強化）

事業名

相談員が電話・メール・ＦＡＸで弁護士とやり取りしながら、相談への助言を得て、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。

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）

（既存）

（強化）

（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）

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）

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）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

（強化）

消費者庁創設に伴い増大する業務を行うための人件費

（既存）

（強化）
⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

なし

出前講座の回数増加。啓発行事等で、ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾃｯｶｰ等を配布。（強化）

（強化）

出前講座の実施（10回）

（強化）

（強化）

県、国民生活センターなどが主催する研修会への参加機会を増やし、相談員等１名が年3回程度参加できるよう旅費・負担金を支援。



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実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

研修参加・受入要望

自治体参加型

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間研修総日数

人

年間実地研修受入総日数

法人募集型

実地研修受入人数

追加的総業務量（総時間）

人日

参加者数

人日

実施形態

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総費用

-       

7       

対象人員数計

7       1,976                     

対象人員数
（報酬引上げ）

1,030                     



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

千円 千円前年度差 -4,423        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

11,767        

平成25年度末予定

20年度差 -1,615        

千円

相談員総数 人7     7      

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,260          

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

相談員総数

千円

1,935             

消費生活相談員の配置

-                   

21,450           平成24年度の消費者行政予算

16,190        

平成24年度末

千円

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,076          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

15,843           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

平成25年度の消費者行政予算

千円

平成20年度の消費者行政予算 13,382           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

①報酬の向上

研修参加機会の増加分の旅費・負担金を支援○

④その他

③就労環境の向上

○ 時間外勤務手当を支給

人7      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

平成24年度末 7     

処遇改善の取組

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

事業経費

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名 事業の概要

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 藤沢市 自治体コード 142051

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

30                

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）

啓発資料（冊子・情報紙）を作成・購入費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

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）

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）

2,208           

-

消費者被害防止のための啓発資料作成・購入

市独自で企画する研修会を開催

県等が主催する研修会に相談員等の参加支援を行う

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）

173              

2,411           

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） 講師謝金30                   

-2,411               

旅費・研修参加費173                 

2,208               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

事業名

（強化）

（既存）

市独自でテーマを決め、そのテーマに精通した講師を招いて研修会を開催し、相談員等の知識向上を図る

（既存）

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
県や国民生活センター開催の研修には、予算内で参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化）

職員対象の研修会を開催

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

（強化）

（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）

（既存）

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） （強化）

消費生活講座・消費生活展等を開催し、消費者の知識向上を図る

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

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） 予算の関係で、研修に参加できなかった相談員等が参加できるように旅費を支援

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 新小学５年生・新中学１年生を対象とした冊子を購入・配布、消費生活情報紙を作成・配布



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態

人

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

研修参加・受入要望

人実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

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

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

21,438        

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,681          千円

人

千円

平成25年度末予定消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員総数平成24年度末

2,411          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

9      

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円-203           

千円

前年度差

千円

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 19,733           

23,849           

千円

千円25,322           

21,641        千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

9     相談員総数

20年度差 1,705         千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

平成24年度末 人

人

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

平成25年度末予定

○

相談員数うち定数外の相談員 9     9      

平成25年度末予定人

②研修参加支援 研修機会増加分の旅費・参加費を支援

①報酬の向上

具体的内容

③就労環境の向上

④その他

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）

年度

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名 事業の概要

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 小田原市 自治体コード 142069

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

事業経費

広告料

830              

合計 -

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

週に１．５日、消費生活相談員を１名増員し３名体制とす
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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩地域社会における消費者問題解決力強化事業（連携強化）

消費者被害未然防止のための啓発 101              

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

神奈川県等で開催する専門研修参加 29                

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

960                 -960              

101                 

研修参加旅費29                   

消費生活相談員報酬830                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

なし

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（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）

（既存）

（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）

（強化）

（強化） 相談業務の増大等に対応するため、週に１．５日消費生活相談員を１名増員し３名体制とする。
⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

広報誌等による啓発活動を行う。

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）

（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）

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）

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）

（強化） 神奈川県が主催する専門研修等を受講するための旅費支援。

消費生活相談員２名体制

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

地方紙等による広報活動を追加し行う。

（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）

人 人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

実施形態

人

自治体参加型

参加者数

1       518                        

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

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）

1       830                        



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2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

相談員総数平成24年度末

6,561          

相談員総数

960             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

4      

千円

20年度差 128            

千円8,130             

千円

6,459             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,569          千円

人

千円

平成25年度末予定消費生活相談員の配置 5     

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

7,547             

6,587          

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 830               

千円

千円 千円前年度差 26              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末

5     相談員数うち定数外の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末

平成24年度末うち委託等の相談員

処遇改善の取組

相談員数 平成25年度末予定

○

4      

人

人

①報酬の向上

③就労環境の向上

④その他

神奈川県が開催する専門研修等を受講するための研修旅費支援

具体的内容

②研修参加支援



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 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） 放射能測定検査の実施 144             144                 放射能測定検査の実施にかかる機器保守点検

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） 弁護士等による相談・相談員等への指導・助言 660             660                 弁護士等専門家謝金

都道府県名 神奈川県 市町村名 茅ヶ崎市

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 142077 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 - 5,277           4,896              -

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

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

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

消費者被害未然防止のための啓発 4,473           4,092              消費生活啓発物品購入、講演会開催、路線バス等車内広告掲載

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 消費生活法律相談を年12回、家計あんしん相談を年12回開催する。

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） 食品の放射能測定を実施し、測定結果を公表する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化）
消費者被害未然防止のため各種団体等の会合に出向き啓発を行う際の啓発物品を購入し啓発を行う。消費者被害未然防止講演会を開催する。路線バス等車内広告
を掲載する。

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）



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

7     人

前年度差 -1,900        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 11,936        千円 20年度差 -834          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 16,832          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,896          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 13,836        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,764          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 16,600          千円

平成20年度の消費者行政予算 12,770          

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○
消費生活相談員がさまざまな研修に積極的に参加できるよう配慮するとともに旅費の
支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 7      人 平成25年度末予定 相談員数 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活相談機能整備・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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

対象経費

都道府県名 神奈川県 市町村名 逗子市

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）

年度25平成自治体コード 142085

基金（交付金相
当分）対象経費

事業の概要 事業経費

合計

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-636              636                 

600              

研修参加支援、旅費

600                 

36                36                   

-

相談員及び職員の実務的研修への参加支援（5名）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

食品表示・安全などに関する講座の実施、消費者被害未
然防止のための啓発

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）

講師謝礼金及び旅費、消費者被害未然防止のための啓発物
品等購入費

⑬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）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

事業名

相談員の自費により参加

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）
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消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（既存）

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

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）

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）

啓発物品を作成し、市民に対して啓発を図る。講座を実施し、食品表示・安全などに関する理解を深めてもらう

成人式にパンフレット（契約のきりふだ）を配布

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

国民生活センター等の研修に相談員全員及び担当職員が参加できるように研修費用及び旅費を支援

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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）



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

法人募集型

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

人

研修参加・受入要望

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

千円

千円

前年度差

人4      

1,791          

4     

-72            千円20年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成25年度末予定人消費生活相談員の配置 平成24年度末

千円 321            

相談員総数相談員総数

うち基金（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20年度の消費者行政予算 1,470             

平成2４年度の消費者行政予算

652             千円うち基金（交付金相当分）対象経費

平成2５年度の消費者行政予算

1,863          

千円

千円2,515             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

2,427             

636             

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

県や国民生活センター開催の研修参加旅費等を支援

①報酬の向上

処遇改善の取組

④その他

○

4      

人

人

人相談員数平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

人

人相談員数

相談員数 平成25年度末予定

平成24年度末

相談員数

相談員数 4     相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末うち委託等の相談員

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）

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）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 三浦市 自治体コード 142107

事業の概要事業名

年度

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

480                 

837                 

講師謝礼金、研修用参考書籍職員向け研修、講師謝礼金⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 105                 

13                   

相談員報酬

-

旅費18                

239              

1,331           

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）

-

被害未然防止のための市内団体の総会等講師謝礼金、
展示会講師謝礼金、啓発物品購入

担当職員、研修参加費

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

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）

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）

相談業務効率化・相談者の利便性向上

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

講師謝礼金、イベント等啓発物品購入費、啓発用消耗品購入

105              

239                 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

969              



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

契約の基礎知識や悪質商法の対処法で担当課や庁内部署を対象にして、外部講師（弁護士）による研修会を開催し、職員の知識取
得を図る

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

事業名

（既存）

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 講座、イベントでの啓発の講師謝礼金、啓発物品購入、消耗品購入

なし

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）
（既存）

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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

なし

職員の研修参加　年８回程度　一つのテーマで数回行われるものは継続して参加する

相談日　週１日開設

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（強化） 相談日　週２日開設

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人日

1       

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

自治体参加型

参加者数

実施形態

人

306                        

年間研修総日数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計

1       

対象人員数
（報酬引上げ）

480                        

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

千円

前年度差千円 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

2      2     相談員総数

平成24年度の消費者行政予算

平成25年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

-12            

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

506             

1,331             

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差 -33            

527               

千円2,257             

平成20年度の消費者行政予算

平成25年度末予定消費生活相談員の配置

480               

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,751          千円

人相談員総数平成24年度末

837             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

494             

千円

千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

③就労環境の向上

平成24年度末

①報酬の向上

相談員数うち定数外の相談員 人

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末 相談員数

処遇改善の取組

平成25年度末予定人

②研修参加支援

2      

具体的内容

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

2     

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年度

事業経費

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名 事業の概要

法律相談の充実（相談員対象）

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 秦野市 自治体コード 142115

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費

630                 弁護士会への委託料

基金（交付金相
当分）対象経費

630              

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）

相談件数の増加、PIO-NET入力内容確認強化に伴う人
件費

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

消費者被害未然防止のための啓発・広報 消費生活に係る講座の実施、啓発広告掲載、チラシ・啓発物品等の作成

1,799           

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 -

114              

3,645           

1,102           

県等主催の研修会への相談員の参加支援

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）

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

-3,645               

受講料、旅費114                 

1,799               相談員の報酬及び通勤費相当分の費用弁償

1,102               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

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）

事業名

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化）

（強化）

相談員が自費で参加

消費生活相談充実のため法律相談を委託

（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）

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（強化） 週５日２人体制を基本とし、２週間に１度実施する連絡所での相談に相談員５人のうち１人が勤務する相談体制

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

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） （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）

職員による出前講座及び弁護士によるくらし法律講座（2回）を開催

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

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） 国民生活センター、県等が開催する研修に参加する相談員の受講料と旅費を支援

週５日のうち３日は１人、２日は２人の相談体制

（既存）

（既存）

（既存）

（強化） 専門家による消費者講座（5回）及び啓発キャンペーン（2回）を開催。地方紙への啓発広告掲載及び啓発物品等の作成。



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実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

人

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

人

研修参加・受入要望

1,079                     

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

5       

人日

人 人時間／年

人

人 千円5       

,

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

5       

1,799



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

-625          千円

平成24年度の消費者行政予算

平成25年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

消費生活相談員の配置 相談員総数平成24年度末

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

5      

千円8,677             

千円

4,121          

4,334          

7,979             

1,799             

3,645          

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度の消費者行政予算 4,959             

千円213            

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,556          千円

千円

千円

前年度差

人人 平成25年度末予定

20年度差

5     相談員総数

千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成24年度末うち定数内の相談員

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

5     

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

平成25年度末予定人

5      人

人 平成25年度末予定

○

相談員数うち定数外の相談員

相談員数

平成24年度末

②研修参加支援 研修参加時の受講料と旅費を支援

①報酬の向上

平成25年度末予定

③就労環境の向上

④その他

具体的内容



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）

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）

対象経費

600                 弁護士謝礼

基金（交付金相
当分）対象経費

事業名

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 厚木市 自治体コード 142123

事業の概要

・消費生活相談員が必要に応じ弁護士から助言を得る。 600              

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

年度

事業経費

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）

4,267              

旅費及び負担金150                 

消費生活推進員及び臨時職員雇用のための給与、保険料等

4,966           

150              

・悪質商法未然防止のための講演会や講座の開催
・啓発用物品及びチラシの作成等
・地域広告誌への消費生活センター事業の掲載
・食の安全講演会の開催
・司法書士による多重債務者法律相談の実施（消費生活
相談員同席）
・消費者への消費者問題解決力強化のための資料図書購
入

・消費生活相談員及び行政職員の研修参加

・消費生活推進員の活用により、出前講座の充実及び来
所できない相談者へ地域関係団体等と連携を図り、訪問
相談等の相談体制の確立を図る。
・臨時職員を雇用し、啓発活動の充実を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

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）

4,966              

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）

講師謝礼、啓発用物品購入費、チラシ作成等委託料、広告誌掲
載料、司法書士への謝礼、消費者への消費者問題解決力強化
のための資料図書購入費

4,267           

9,983              -9,983           -合計



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）

予算の関係から研修への出席が制限される。

なし

（強化）

（既存）

より複雑化する消費者トラブルへの対応のため、弁護士による継続的な助言により、相談員の迅速かつ高度な対応が図られる。
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（強化）

（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

（既存）

（強化）

事業名

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等 ﾞ ｱ ﾟ事業（研修参加支援）
（強化） 研修会の参加が増えることにより、相談員や職員のスキルアップが図られる。

予算 関係から研修 出席が制限される。

（強化）

（既存）

（既存）

なし

（既存）

（強化）

出前講座の充実を図るため、消費生活推進員を雇用し、地域で講座を実施するとともに、消費生活センターに来所できない者に対し、
地域で活動する民生委員児童委員等と連携を図り、必要に応じて出張相談等を実施する。また、臨時職員を雇用し、啓発活動の充実
を図る。

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

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）

高齢者に対する悪質商法防止のため、啓発活動を実施している。（既存）

（既存）

啓発活動の強化を図るため、消費者問題講演会、食の安全講演会、悪質商法未然防止に係る出前講座及び啓発物品の配布と啓発
チラシの作成・配布のほか、地域広告誌への消費生活センター事業の掲載を実施する。多重債務者の救済を図るために、司法書士に
よる多重債務相談を実施する。消費者への消費者問題解決力強化のための資料図書購入する。

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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

（強化）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人日

人

人日

実施形態

人

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人 人時間／年

人

人 千円

3,348                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

2       4,267                      



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

13,992           

千円

前年度差

千円

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 千円

20年度差 -58             11              

4,267             

相談員総数

27,084         

千円

千円

14,061         

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,023         千円

人

千円

平成25年度末予定消費生活相談員の配置 4 4

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員総数平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

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

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

23,986           

14,003         

9,983           

うち基金（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

研修会参加のための旅費及び負担金　150,000円

○
弁護士からの助言による相談体制の強化、
司法書士による多重債務相談への同席

④その他

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

処遇改善の取組

うち定数外の相談員

○

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数 平成25年度末予定人

人

人

平成25年度末予定4      

相談員数

相談員総数

相談員数

平成25年度末予定

平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4     

人人 平成25年度末予定消費生活相談員の配置 4    4   相談員総数平成24年度末

うち定数内の相談員 平成24年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

108                 講師（弁護士）謝礼

都道府県名 神奈川県 市町村名 大和市

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）

事業名 事業の概要

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

108              弁護士による勉強会の実施

142131

事業経費

年度平成 25自治体コード

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

7,191           消費生活相談体制の充実

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）

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）

500                 消費生活相談員報酬

合計

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

- 7,299           -608                 

⑬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

（既存）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

年６回、弁護士による勉強会を開催し相談員のレベルアップを図る（講師謝礼、１回１万８千円）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

（強化）

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）

（既存）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（既存）

（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）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

消費生活センター（本庁内）の相談員の勤務日数：週１日×３人、週４日×２人

（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）

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）

消費生活センター（本庁内）の相談員の勤務日数を、週１日×３人、週４日×２人から、、週２日×３人、週３日×２人へ拡大する。

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）

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） （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

参加者数

自治体参加型

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数 人日

実地研修受入人数 人

人日

法人募集型

研修参加・受入要望

人

実施形態

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）

294                        1       人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計

500                        1       

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

9,187             

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

9,962          

平成2５年度の消費者行政予算

千円

千円

千円

14,860           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -1,383        前年度差20年度差 -1,227        

千円

千円

千円

6      

千円

608             

千円

人平成24年度末 人 平成25年度末予定

千円

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 9,806             

相談員総数

4,898          

平成2４年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

6     

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員総数消費生活相談員の配置

-                   

8,579          

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

②研修参加支援

平成24年度末 相談員数 人

うち定数外の相談員

人

うち委託等の相談員 相談員数

相談員数平成24年度末

平成25年度末予定うち定数内の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

平成24年度末 平成25年度末予定

6      

人

人平成25年度末予定 6     



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

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）

事業経費

平成

対象経費

25都道府県名 神奈川県 市町村名 伊勢原市 自治体コード 142140

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業の概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相
当分）対象経費

増加が見込まれる消費者からの苦情相談等に対応する
ため、相談日の拡大及び相談員の増員

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）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費者被害未然防止のための啓発

2,224           

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 -

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）

1,177           

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）

1,025           

レベルアップを図るための研修参加支援 22                

2,224               -

報酬、交通費相当の費用弁償

パンフレット、啓発物品の作成

旅費、研修費

1,025               

1,177               

22                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

事業名

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）

（既存）

（既存）

（強化）

研修参加について、相談員１名あたり年１回分の旅費等を支援

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

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）
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）

⑧消費生活相談体制整備事業

（強化）

（既存）

消費者庁創設に伴い増加が見込まれる消費者からの苦情相談等に、相談員３名により週５日対応する。（各日1人体制）

レベルアップを図るための研修参加について、相談員１名あたり年５回分の旅費と研修費を支援する。

消費者からの苦情相談等を、相談員２名で週３日対応（各日１人体制）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

悪質商法被害未然防止のためのパンフレットや啓発物品を作成し、市主催イベント時に配布する。

（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）

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）

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） （強化）

（強化）

県と共同のリーフレットを、相談者へ配布又は窓口に設置



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）

人 人時間／年

人日

研修参加・受入要望

人

2       

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

人

実施形態

参加者数

法人募集型

実地研修受入人数

546                        

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人 人時間／年

人

人 千円2       

対象人員数計

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用

1,025                     



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成2５年度の消費者行政予算

2,031          

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

消費生活相談員の配置 相談員総数

1,025             

平成20年度の消費者行政予算 2,626             千円

2,500          うち基金（交付金相当分）対象経費

平成2４年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

3      

千円

2,224          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度末 相談員総数

千円

千円4,531             

千円

3     

4,181             

20年度差

人

千円 -669          千円前年度差 -74            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成25年度末予定

千円

1,957          

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円

千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 人

人

人

人

相談員数

相談員数3      3     

相談員数平成25年度末予定

平成24年度末

処遇改善の取組

平成24年度末うち委託等の相談員

○

うち定数外の相談員 人

具体的内容

人相談員数

相談員数

レベルアップを図るための研修参加について、旅費・研修費を支援する。

①報酬の向上

平成25年度末予定

平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 142158 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

都道府県名 神奈川県 市町村名 海老名市

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）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費生活啓発用カレンダーの購入・配布 7,585           7,585               消費生活啓発用カレンダー購入（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）

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,585           7,585               -



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）

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）

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） 啓発用カレンダーの市内全戸配布を行い、悪質商法や消費者被害の予防啓発を行う。

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）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 8,839             千円

平成2４年度の消費者行政予算 19,263           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,281        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,982          千円

平成2５年度の消費者行政予算 16,063           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,585          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 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,478          千円 20年度差 -361          千円 前年度差 -504           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 5     人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 5     人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 5      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

執務参考資料5                     

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25自治体コード

基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

142166 年度

事業経費事業の概要

都道府県名 神奈川県 市町村名 座間市

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

センター機能充実のための図書購入①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 5                 

57                   

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

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）

相談員研修講師謝礼、相談員用教材購入高度な知識習得のための研修

-

220              220                 

282              - 282                 

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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 57                

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）

消費者被害未然防止のための啓発資料の購入

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

市民向け啓発品の購入



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）
（強化）

執務参考資料が不足のため、充分な情報提供ができない。

（強化） 市民に信頼される相談業務を行うため、参考資料を揃える。

事業名

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

市民に質の高い相談業務を行うため、弁護士等から相談に必要な専門的な知識を得て、相談員の資質向上を図る。

なし（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（強化）

（強化）
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（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）

（既存） 市民が身近な所で消費者問題が起きた時の対処の方法がわからない。

啓発資料の配布により、自分自身で消費者問題の解決の糸口を見つけられる。また、消費者被害の拡大防止や未然防止ができる。

（強化）

（既存）

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

（既存）

（強化）

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）

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）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

人日

人日年間研修総日数

参加者数

自治体参加型

法人募集型

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間実地研修受入総日数

実施形態 研修参加・受入要望

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

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4,505             

6,582             

千円

5,775          

相談員総数

千円 392            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円前年度差1,270         

5     

20年度差

5,383          

平成20年度の消費者行政予算

平成24年度末 相談員総数

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

282             

6,057             

消費生活相談員の配置 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,199          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成25年度末予定4      

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

○ 専門研修（３回）や執務参考資料を充実させ、相談業務の質の向上を図る。

20年度と比較し、研修の機会増加の予算措置を行う。

①報酬の向上

処遇改善の取組

○

人

人

4      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

具体的内容

相談員数

平成24年度末

相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末

人

人

相談員数

相談員数

5     

人うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成24年度末



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）

事業の概要 事業経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

事業名

都道府県名 神奈川県 市町村名 南足柄市 年度平成 25自治体コード 142174

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

583              消費生活相談体制の充実。 583                 

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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

市民向けの消費生活に関する情報提供の拡充。

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）

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）

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

1,677           1,677               

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）

閲覧用図書等の購入。タウン誌への消費者被害未然防止の広
告掲載。啓発用物品（回覧板）の購入。出前講座用機材の購
入

相談員報酬・通勤費。

2,260               2,260           --



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） （強化）

（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）

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）

（強化）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

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

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）

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

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（既存）

相談日は週４日(木曜日閉所)。消費生活相談員各１人体制。

木曜日を開設し、相談日を週５日に拡充する。

（既存）

（強化）

（強化）

（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

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）

タウン誌を活用しての消費者被害未然防止の実施（広告料）。啓発用物品（回覧板）を作成し、消費者啓発・被害未然防止を図る。出
前講座の質の向上を図るための機材を整備し、消費者啓発の充実を図る。住民閲覧用図書の整備。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

住民への消費生活に関する情報提供資料が不十分。出前講座用の機材が不十分。

（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

自治体参加型

参加者数

人日

実地研修受入人数

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

332                        

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間実地研修受入総日数

実施形態

人

人日

人

法人募集型

1       人 人時間／年

人

人 千円1       

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

583                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

507            

千円

千円

1,867          

3,629             千円

千円

-498           

2,260          

人

1,369          

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

2,948             平成2４年度の消費者行政予算

千円

平成2５年度の消費者行政予算

583               

うち基金（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20年度の消費者行政予算 862               

千円前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,081          千円

千円

20年度差

千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成24年度末 平成25年度末予定人 人

人

人

相談員数

相談員数平成24年度末

相談員数

相談員数

うち定数外の相談員

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定人

うち委託等の相談員

①報酬の向上

3     

平成24年度末

相談員数

相談員数うち定数内の相談員

3      

処遇改善の取組 具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

基金（交付金相
当分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

142182

対象経費

都道府県名 神奈川県 市町村名 綾瀬市 平成 25自治体コード

事業の概要

年度

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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）

-

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員の研修参加への支援

28                -

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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・負担金28                   28                

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）

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）

28                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

国・県主催の研修には、相談員が自費で参加していた。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（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

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

事業名

（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）

（強化）
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）

（既存）

（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）

国・県主催の研修に積極的に参加できるように旅費及び負担金の支援をする。

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

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）

（強化）

（既存）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）

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）

（強化）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）
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）



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実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人日

人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

実施形態

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

人

人

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

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



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

2,186          千円

千円

3      3     相談員総数

前年度差千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,671             

2,135          

千円

千円-51            

千円8,197             

平成20年度の消費者行政予算

消費生活相談員の配置 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,011          千円

人

千円

平成25年度末予定

千円

2,163             

28              

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

相談員総数平成24年度末

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

20年度差 -536          千円

平成24年度の消費者行政予算

平成25年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

④その他

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

平成25年度末予定相談員数うち定数外の相談員

相談員数

3      人

人 平成25年度末予定

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

平成25年度末予定人

平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3     

平成24年度末うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談機能の強化・充実 住民周知に係る経費20                   

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 葉山町

基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

自治体コード

事業経費事業の概要事業名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

20                

143014

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）

60                   -

旅費及び受講料に係る経費40                   相談員及び消費者行政担当者への研修参加支援 40                

- 60                

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）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

年１回の広報誌記事掲載及び町内回覧の実施。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化） 町民への相談窓口情報の周知徹底を図る。

事業名

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

県及び国が主催する研修について、相談員については自費での参加。

（既存）

（強化）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

（強化） 相談体制の強化を図るため、国及び県が主催する研修を年１０回追加受講が可能な旅費及び受講料を支援する。

（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）

（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）

（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）

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

（強化）

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

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）



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

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

参加者数

研修参加・受入要望

人日

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

法人募集型

人

年間研修総日数

実施形態

人

人日

自治体参加型

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



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

-19            千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差626             千円

平成20年度の消費者行政予算 546               千円

千円

80              

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円

千円

消費生活相談員の配置 2      平成25年度末予定平成24年度末

千円

千円

1,545             

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 900             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 2     相談員総数

686               

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

60              

645             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

相談体制の強化を図るため、相談員及び職員への研修参加支援を実施する。

①報酬の向上

○

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

具体的内容

平成24年度末

人

人

2      

平成25年度末予定

人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 2     

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成24年度末

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末



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 143219 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

都道府県名 神奈川県 市町村名 寒川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者被害未然防止のための啓発 297              297                 啓発研修会・啓発グッズ

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 297              297                 -



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）

（強化）（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 町民への啓発や研修不足

（強化） 自立した消費者を目指すための啓発グッズを利用した啓発や研修

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,897             千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,072             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 401             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,671          千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,774             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 297             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,477          千円 20年度差 -420          千円 前年度差 -194           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 5     人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数

相談員数 5      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 5     人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度平成

事業の概要

25自治体コード

事業経費
基金（交付金相
当分）対象経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

市町村名 大磯町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

143413

事業名

都道府県名 神奈川県

対象経費

相談窓口担当職員のスキルアップ

消費者被害防止等の啓発

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

合計

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）

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）

⑬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）

266                 -

260              

6                 

266              

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）

-

260                 

6                     消費者行政担当職員の研修参加旅費

啓発用物品作成･配布、消費者教育、啓発講演会等の開催



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

旅費等の不足から担当課職員が参加する研修は限定されている(年1回）。（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）

事業名

（強化）
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）

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）

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（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

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活相談窓口担当課職員の研修参加を支援し スキルアップを図る機会を増やす

（強化）

（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
（既存）

（強化）

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

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

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）

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

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

（強化）

（既存）

消費生活展、出前講座等の実施。

（強化） 消費生活相談窓口担当課職員の研修参加を支援し、スキルアップを図る機会を増やす。

（既存）

（強化） 消費者被害防止等に関する物品の作成、配布により啓発を図る。講座や講演会を開催し、消費者教育の充実を図る。

（強化）

（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

実施形態

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

人実地研修受入人数

人日

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

年間実地研修受入総日数

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

3,560             

266             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 617             千円

人

千円

平成25年度末予定消費生活相談員の配置

3,420          

千円-126           

千円

20年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円4,037             

平成20年度の消費者行政予算 1,144             千円

千円

千円

千円

前年度差千円

-     相談員総数相談員総数平成24年度末 -      

2,150         千円3,294          

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

③就労環境の向上

うち定数外の相談員

相談員数

平成24年度末

平成24年度末うち定数内の相談員

人

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定

①報酬の向上

人

相談員数

平成25年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

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）

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）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 中井町 自治体コード 143618

事業の概要事業名

年度

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

158                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

158              

158              

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）

-

小・中学校教員向けに消費者問題に係る研修を開催す
る。
イベント会場において出張相談会を実施する。

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

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

講師派遣料、資料印刷代158                 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

（強化）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

事業名

（既存）

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）
小・中学校教員向けに消費者問題に係る研修を開催し、地域の子どもたちの消費者問題解決力向上を図る。また、イベント会場で出
張相談会を開催することで、消費者の安全安心の確保に努める。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

未実施（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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
（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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

人日

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

自治体参加型

参加者数

実施形態

人

年間研修総日数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

千円

前年度差千円 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

-      -     相談員総数

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

-152           

-                   

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

437             

443               

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差 -178          

463               

千円1,437             

平成20年度の消費者行政予算

平成25年度末予定消費生活相談員の配置

-                   

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          千円

人相談員総数平成24年度末

158             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

285             

千円

千円

-                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

③就労環境の向上

平成24年度末

①報酬の向上

相談員数うち定数外の相談員 人

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末 相談員数

処遇改善の取組

平成25年度末予定人

②研修参加支援

具体的内容

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 大井町 自治体コード 143626

事業の概要事業名

年度

事業経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

100                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

100              

100              

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）

-

消費者被害未然防止のための普及啓発キャンペーンの
実施

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

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害未然防止のための啓発物品の作成費100                 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（強化）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

事業名

（既存）

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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）
南足柄市消費生活センター並びに大井町の消費生活相談窓口ついて周知を図るため啓発物品等を配布し、消費者被害未然防止
の注意喚起及び普及啓発を図るキャンペーンを実施する。

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）

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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

南足柄市消費生活センターについて周知を図るため、窓口でのチラシの設置・広報掲載等の広報・啓発活動を実施する。（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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
（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人日

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

自治体参加型

参加者数

実施形態

人

年間研修総日数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

千円

千円

前年度差千円 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

-      -     相談員総数

平成24年度の消費者行政予算

平成25年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

206            

-                   

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

372             

678               

うち基金（交付金相当分）対象経費

20年度差 206            

372               

千円472               

平成20年度の消費者行政予算

平成25年度末予定消費生活相談員の配置

-                   

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

人相談員総数平成24年度末

100             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

578             

千円

千円

-                   

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

③就労環境の向上

平成24年度末

①報酬の向上

相談員数うち定数外の相談員

-      

人

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末 相談員数

処遇改善の取組

-      平成25年度末予定人

②研修参加支援

-      

具体的内容

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数 -     

-     

-     

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員

該当なし



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 143634 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相
当分）対象経費

対象経費

都道府県名 神奈川県 市町村名 松田町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者職員が参加する研修等の支援 8                 8                     研修会場までの交通費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者被害未然防止のための啓発チラシ作成 26                26                   消費者被害未然防止のためのチラシ作成費用

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 34                34                   -



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） 実施なし

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） 担当職員の研修参加により必要な知識の向上等を図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者被害未然防止のための啓発等の実施なし

（強化） 消費者被害未然防止のための啓発チラシを作成（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）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 487               千円

平成2４年度の消費者行政予算 449               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 43              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 406             千円

平成2５年度の消費者行政予算 644               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 34              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 610             千円 20年度差 123            千円 前年度差 204            千円

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度25

対象経費

平成自治体コード 143642

基金（交付金相
当分）対象経費

事業の概要 事業経費事業名

都道府県名 神奈川県 市町村名 山北町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費者被害未然防止のための啓発物品の購入

担当職員の研修への参加支援 5                 

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

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

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

消費者被害未然防止のための啓発

合計

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

136                 136              
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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

141              - -141                 

5                     

⑧消費生活相談体制整備事業

研修参加のための旅費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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（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）

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

（強化）

（強化）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

（既存）
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

なし

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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） （強化）

（既存）

（強化）

消費者被害未然防止のための啓発物品（印鑑ケース）配布

（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）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

（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）

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）

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）

担当職員の研修会参加により相談処理能力の向上を図る

（既存）

（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実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態

人日

人

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

平成24年度末消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,467             

平成25年度の消費者行政予算 1,311             

141             

平成20年度の消費者行政予算

千円

1,100          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

千円

-      

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成25年度末予定人

千円

70              688            千円

-     

20年度差千円1,170          

人相談員総数

千円前年度差

千円

相談員総数

482               

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 367             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成25年度末予定相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末

平成24年度末うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

人

人

人

人

人人 平成25年度末予定

①報酬の向上

処遇改善の取組

相談員数

相談員数 平成25年度末予定

相談員数

平成24年度末

相談員数

相談員数

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



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）

年度

事業経費事業の概要事業名

平成 25都道府県名 神奈川県 市町村名 開成町 自治体コード 143669

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費
基金（交付金相
当分）対象経費

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）

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）

300                 啓発グッズ作成

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

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

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）

-

消費者被害防止のための啓発

300              300                 

300              

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

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（強化）
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）

事業名

（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
（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）

（強化）

（既存）
⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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）

なし

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）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 啓発グッズ作成による消費者被害未然防止のための啓発強化

（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

自治体参加型

参加者数

法人募集型

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

実施形態

人

人

研修参加・受入要望

人日

人日

追加的総業務量（総時間）対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

平成20年度の消費者行政予算 480               

平成2４年度の消費者行政予算

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 649             千円

人

千円

平成25年度末予定消費生活相談員の配置 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

-     

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

20年度差千円

1,257             

千円

861             381            

千円

千円

608             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

相談員総数平成24年度末 -      

1,161             

300             

千円前年度差

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 千円

253            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

平成24年度末 相談員数

相談員数

うち定数外の相談員

平成25年度末予定人

人

人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末うち委託等の相談員 相談員数

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他
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