
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

117                   旅費・負担金（受講料）

消費生活弁護士相談（相談員同席）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

660                   弁護士相談報償費

2,153             1,076                 相談員（臨時職員）１名増強

708                
啓発用資料作成
出前講座講師料

708                   

自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 三重県 市町村名 四日市市 242021

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

賃金・社会保険料等⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発

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）

事業経費

660                

事業の概要

年度

234                相談員の研修への参加支援（２名）

-2,561                 

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

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

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）

3,755             -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

専門相談員３名

（強化）

県外等研修について、各相談員年１回の参加支援（旅費・負担金）

（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

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）
（既存）

（強化）

条例制定時なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

消費生活出前講座実施

専門相談員２名

高度な専門相談への対応強化を目指し、消費生活弁護士相談を実施（相談員同席）（強化）

消費生活出前講座実施の拡大（１０回分）、パンフレット・グッズの購入または作成（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（強化） 県外等研修について、各相談員年２回の参加支援（旅費・負担金）

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）

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）

（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）

（強化）

消費生活出前講座実施の拡大（１０回分）、パンフレット・グッズの購入または作成（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）

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）

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）

（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）



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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

2,153

対象人員数計 追加的総費用

1

人

人日

1,860                      1       

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

法人募集型

人 千円2,153                     1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円 前年度差33,596         千円 9,829          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,076             千円

平成20年度の消費者行政予算 22,154           

26,467           平成2４年度の消費者行政予算

具体的内容

2,561          

千円

人

処遇改善の取組

平成25年度末予定

20年度差

2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

人

平成25年度末予定2      人

千円

千円

千円

3      相談員総数 人

36,157           

うち基金（交付金相当分）対象経費

11,442         

相談員総数

23,767         

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

2,700          

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

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

うち定数内の相談員

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員数

消費生活相談員の配置

平成24年度末

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 消費生活弁護士相談で、弁護士から法的助言を受け、相談能力の向上を図る。

県外研修参加について、各相談員年１回から、２回参加できるようにする。

①報酬の向上

処遇改善の取組

○



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）

都道府県名 三重県 市町村名 伊勢市 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

自治体コード 24044 平成 25

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 司法書士による多重債務相談 48,000           -                       

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）

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）

研修旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員2名人件費 5,133,000       2,566,000           相談員2名の報酬、社会保険料等

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） 研修参加支援（行政職員、相談員） 252,000          252,000             

地域での出前講座、小･中学校での出前授業で使用する消耗
品、パンフレットの購入、会場使用料

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）

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

消費者啓発事業（出前講座、出前授業開催） 1,566,000       1,566,000           

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

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 - 6,999,000       4,384,000           -

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

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 未実施

（強化） 県が実施する研修に加えて、国民生活センターが実施する研修にも参加し、レベルアップを図る。

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）

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HP、広報等で啓発

（強化） 市のHP、広報に加えて相談員を中心に、高齢者・小中学生を対象に出前講座を開催する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 行政職員（兼務）による消費生活相談を実施

（強化） 平成22年9月に相談員1名を配置し、平成24年5月にさらに1名を増員した。相談員2名の処遇改善として報酬の引き上げを行う。

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）

（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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       5,133                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,396             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,757          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,639          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,999             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,384          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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,566             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,615          千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 2,615          千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

-24             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

2      人

2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 人

①報酬の向上 ○ 相談件数の増加、相談・啓発強化のため報酬の引き上げ

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 研修参加支援の強化

③就労環境の向上

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 松阪市 自治体コード 242047 平成

対象経費

25 年度

相談員参考図書、相談コーナーパーテーション等購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）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） 相談窓口設備拡充、参考図書購入 173                173                   

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,023             1,011                 

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、相談員の研修参加支援 215                210                   研修旅費、受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員賃金等

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）

出前講座等教材パンフレット・教材を活用した消費者教育
の充実

409                341                   教育・啓発資料パンフレット等購入

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員配置に係る賃金等

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）

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・モデル事業）

2,820             1,735                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

-合計 -



２．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） 執務参考図書の贈備やパソコンの配置により、消費者相談事務の体制整備を図ってる。

（強化） 相談コーナー用パーテーションを設置しプライバシーに配慮した、相談スペースの整備。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県や国民生活センター等が主催する消費者問題に関わる研修会等へ参加（延べ１４回）している。

（強化） 引き続き、県や国民生活センター等が主催する消費者問題に関わる研修会等へ参加していく。

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）

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） パワーポイント資料や啓発冊子を使用して出前講座を開催。市広報による記事掲載など。

（強化） 啓発用教材パンフレット等の購入（パンフレット２，５００冊他）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者相談、啓発業務の行政職員による兼務体制。

（強化） 消費生活相談員毎日２名配置することにより相談機能を強化する。

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,044                      

2       2,023                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,503             千円

平成20年度の消費者行政予算 211                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,654          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 849             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,820             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,735          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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,011             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,085          千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 874             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

236             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 3      人

3      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る経費を支援

③就労環境の向上 ○ 参考図書購入により就労環境を整備

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 桑名市 自治体コード 242055 平成

対象経費

25 年度

執務参考図書等購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）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） 環境整備 30                 30                     

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

880                440                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加に係る支援 54                 54                     研修参加に要する交通費等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

増設分相談員報酬

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）

啓発チラシ作成 10                 10                     啓発チラシ用紙

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員設置日の増設

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）

974                534                   

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・モデル事業）

-合計 -合計



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） 執務参考資料の不足

（強化） 最新資料により的確なアドバイスの提供、早期解決につなげる。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 研修参加に必要な交通費等の経費は参加者負担であり、研修参加は難しかった。

（強化） 研修参加の支援を行い、相談員の知識向上による相談員の強化を図る。

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）

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） 市独自で啓発チラシ等の作成には至らなかった。

（強化） 最近の傾向等を考慮したチラシの作成を行い注意喚起を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） １日あたり２名体制で消費生活相談員を配置(週２回・１日あたり４時間)し、相談対応(～平成21年度)

（強化） 専門相談員の設置日の増設(月・金→月・火・水・木・金)による相談機能強化を図る。(平成22年度～)

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       440                        

3       880                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,216             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,845             

うち基金（交付金相当分）対象経費 864             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,352          千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,830             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 534             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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 440                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,296          千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 451             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

-56             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

4      人

1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 3      人

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 3      平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 法改正、現状の消費者問題等の知識を身につけ、相談業務に活かす。

③就労環境の向上 ○ 相談業務に必要な参考資料を購入し、相談業務を充実させる。

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 名張市 自治体コード 242080 平成

対象経費

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

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,008             1,004                 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談窓口従事者研修参加支援（2名） 57                 57                     旅費等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金、費用弁償、社会保険料（健康保険料等）

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 1,172             1,172                 パンフレット等作成

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員1人配置

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）

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

3,237             2,233                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（先進性 モデル事業）

-合計 -



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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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主催する研修への参加（なし）

（強化） 多様化する消費者相談に対応すべく、各種研修会等に積極的に参加し、相談員等の更なる資質向上に努める。（相談担当職員：2回）

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）

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

（既存） 市広報誌へ啓発文を掲載している。市内消費者団体と連携し出前講座を開催している。講演会の開催。啓発用幕の作成。啓発用ポケットティッシュの配布。

（強化） 市民を対象とした出前トークなど講演会の開催、該当啓発活動の他、市内中学校における消費者教育の推進を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 見込まれる相談件数の増加に対応し、ＰＩＯ－ＮＥＴ設置に伴い即日入力できるよう、相談員を配置する。

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,860                      

1       2,008                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,760             千円

平成20年度の消費者行政予算 100                

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,660          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 1,100          千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,238             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,233          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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,004             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,005          千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 905             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-95             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

1      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る経費を支援

③就労環境の向上

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 尾鷲市 自治体コード 24208 平成

対象経費

25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（補助金相当

分）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）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修参加支援（1名） 90,000           90,000               
旅費（相模原市1泊2日　42,140円×2回）
研修参加負担金（2,140円×2回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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 693,000          693,000             啓発用パンフレット購入

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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

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

783,000          783,000             

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

-合計 -



２．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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 県が実施する研修等に参加。

（強化） 引き続き県が実施する研修等に参加。国民生活センターが実施する研修に参加（2人回）

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）

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

（既存） 市広報誌への啓発内容の掲載、啓発パンフレットの配布、地域リーダーによる講習等。

（強化） 引き続き住民向けに悪徳商法等の被害防止を図るためのリーフレットを購入し、市内全戸配布する。また、講習会等のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ用として詳細なﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを購入する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 966                千円

平成20年度の消費者行政予算 100                

うち基金（補助金相当分）対象経費 866             千円

うち基金（補助金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（補助金相当分）対象外経費 100             千円

平成2５年度の消費者行政予算 883                千円

うち基金（補助金相当分）対象経費 783             千円

うち基金（補助金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度差

うち基金（補助金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（補助金相当分）対象外経費 100             千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 -                千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-                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

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 鳥羽市 自治体コード 242110 平成

対象経費

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

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

387                193                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修参加を支援し、スキルアップを図る 34                 34                     消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者行政担当者（常勤職員を除く）の勤務日数の拡大に伴う人件費

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）

市民への啓発活動を実施し、被害を未然防止できる環境づくりに努める 135                135                   啓発用チラシ、リーフレットの購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 過年度に増加した消費生活相談室の開設日を維持し、引き続き相談に迅速に対応できる体制を整備する

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）

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）

556                362                   

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・モデル事業）

-合計 -



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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 参考図書やインターネットを活用して、幅広い知識の習得に努めている。

（強化） 相談員等のスキルアップを図るため、各種研修会へ参加する。

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）

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）

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）

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） 行政放送や広報等で、悪質商法の手口等、注意すべき情報を発信している。

（強化） チラシ、リーフレットの配付により、中学生や新成人等、知識や経験不足によりトラブルに巻き込まれやすい若年層の意識を高め、被害の未

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 市の単独事業では、消費生活相談室を週２回開設。消費生活相談員２名（１名/日）を配置している。

（強化） 当該事業の活用により、消費生活相談室の開設日を週３回に増やし、相談機会の充実を図る。（相談員勤務日数を１名あたり月４回から６回

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       343                        

2       387                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,897             千円

平成20年度の消費者行政予算 775                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,009          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 888             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,512             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 362             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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 193                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,150          千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 375             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

262             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 2      人

2      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

相談員数 人

①報酬の向上 ○ Ｈ２１年度に増額した報償を維持する。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加のため、旅費を支援する。

③就労環境の向上 ○ 平成２２年度に相談室開設日を週２回から週３回へ増加。それに伴い、相談員の勤務日数も月４回から月６回へ増加。

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 熊野市 自治体コード 24212 平成

対象経費

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

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）

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）

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） 県や国民生活センターの研修会への参加 157                157                   旅費、研修費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

577                577                   

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

講座や説明会の開催、消費者行政啓発キャンペーン用物品購
入、暮らしの豆知識購入

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）

消費者教育・啓発の強化

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・モデル事業）

734                734                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

-合計 -



２．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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修に参加している。

（強化） 引き続き県主催の研修に参加するとともに、国民生活センターが開催する消費者行政職員研修に職員2人が参加する。

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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） 国・県からのパンフレット等を市民ホールに設置している。

（強化） 地域や老人会など各種団体や市民に対して、説明会や講座、街頭キャンペーンなどを実施し啓発を行う。

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 860                千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

うち基金（交付金相当分）対象経費 860             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成2５年度の消費者行政予算 734                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 734             千円

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

前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 -                千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-                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

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 志摩市 自治体コード 242152 平成

対象経費

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

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

635                317                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が、県内外で
開催される研修会等に参加するための支援

62                 62                     研修参加支援経費（62千円）

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（週一回勤務）に対する報償費（600千円）
及び費用弁償（通勤手当相当分）（35千円）

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

消費者啓発用リーフレットの作成 200                200                   リーフレット印刷製本費（200千円）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員配置による相談窓口の設置

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）

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

897                579                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（先進性 モデル事業）

-合計 -



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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 県内外で開催される研修会等に対し、これまで参加できる機会が持てなかった。

（強化） 消費生活相談員及び消費者行政担当職員が県内外で開催される研修会等へ参加することを支援することにより、相談業務にかかるレベルアップを図る。

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）

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

（既存） 消費者教育・啓発強化にかかる体制の整備が必要であるが、現時点においては十分な体制が整っていない。

（強化） 消費生活に関する汎用性の高いリーフレットを作成し配布することで、消費者教育・啓発にかかる強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） これまで消費生活相談員を配置しておらず、相談が寄せられる時には担当職員若しくは他の職員が対応していた。

（強化） 消費生活相談員を週一回配置することにより、消費生活相談窓口における相談業務を実施するとともに、消費者啓発出前講座など消費者啓発業務を推進する。

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       396                        

1       635                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 973                千円

平成20年度の消費者行政予算 133                

うち基金（交付金相当分）対象経費 709             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 264             千円

平成2５年度の消費者行政予算 897                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 579             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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 317                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 318             千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 185             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

54               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

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

1      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 人

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 1      平成25年度末予定

②研修参加支援 ○ 県内外で開催される研修会等への参加支援

③就労環境の向上

④その他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）

都道府県名 三重県 市町村名 伊賀市 自治体コード 242161 平成

対象経費

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

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,239             620                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の研修参加支援 149                149                   旅費、研修参加費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬

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）

児童生徒・保護者を対象とした消費者研修 200                200                   講師謝礼等

⑧消費生活相談体制整備事業 人的体制整備の支援

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）

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

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

1,588             969                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

-合計 -



２．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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 県開催研修会への相談窓口担当職員の参加。

（強化） 国民生活センター等開催の研修会への相談窓口担当職員参加。

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）

（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） 小中学生等を対象にケータイ・インターネットトラブル等の啓発パンフレットや啓発物品を配付。

（強化） ネットトラブル・教育に精通した講師を呼び、児童生徒・保護者を対象として、スマートフォンやＳＮＳ等時事に即した消費者研修を開催。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者行政担当職員が相談に対応している。

（強化） 既設の消費生活相談員を継続して配置し、相談に対応する。

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）

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）

業（事業者指導や法執行等） （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）

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）



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

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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間 日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,116                      

1       1,239                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,472             千円

平成20年度の消費者行政予算 167                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,485          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 987             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,743             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 969             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

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 620                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 775             千円

人 平成25年度末予定 相談員総数

20年度差 608             千円

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-213           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員数

人 1      人

1      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数平成25年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加に係る費用の支援

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）

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

162                   パンフレットの購入（＠154×1,000部）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

新成人に対して消費者行政の啓発パンフの配布 162                

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）

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）

事業名 事業の概要

平成 25自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

年度243434

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

都道府県名 三重県 市町村名 朝日町

-合計 - 162                162                   

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）

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） 不定期に広報等にパンフレットを入れている。

（強化） 新成人に対して消費者行政の力を身につかせる。

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 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

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

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -915           

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 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 162                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 162             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 551                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 551             千円

平成20年度の消費者行政予算 915                

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）

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）

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）

消費生活相談員　8,000円×12回　毎月第2火曜日

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）

消費生活相談員の資質向上による相談窓口の機能強化、
啓発用リーフレットの作成

46                 46                     相談員等による啓発活動　16,000円、リーフレット　30,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口の開設 96                 48                     

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

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周知 260                260                   相談窓口周知用生活カレンダーの全戸配布

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

24442 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 明和町 自治体コード

-合計 - 402                354                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活相談員による毎月1回の相談窓口の開設。

（強化） 平成２２年１０月から消費生活相談員を配置して相談窓口の強化を図っている。平成２５年度においても継続し、毎月１回の相談窓口を開設

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）

（既存） リーフレット等の配布。

（強化） 町民文化祭時に相談員等による啓発活動を実施する。

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口周知用消費生活カレンダーの全戸配布。

（強化） 相談窓口周知用消費生活カレンダーの全戸配布し、相談しやすい窓口を目指す。

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）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

1       96                          

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       48                          

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数 1      

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人

相談員数 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

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

-                千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 48               千円 20年度差 -47             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 48                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 402                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 354             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 48               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 400                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 352             千円

平成20年度の消費者行政予算 95                 

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）

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・モデル事業）

消耗品費

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）

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）

老人世帯への啓発物品作成＆配布
（大台警察署・大台町社会福祉協議会・大台町）

100                100                   

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

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） 国民生活センター主催の研修会等への参加 60                 60                     出張旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

24054 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 大台町 自治体コード

-合計 - 160                160                   

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）

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）  老人世帯への啓発物品作成＆配布（大台警察署・大台町社会福祉協議会・大台町）

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）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政職員のレベルアップを図るために、国民生活センターが主催する研修会へ参加

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）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 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

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

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

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

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 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 160                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 160             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 -                   千円

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 -                   

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）

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）

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）

週１回実施　６H×＠2,000円×53回＝636,000円

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）

啓発のためのパンフレット及びグッズも購入 260                260                   グッズ130,000円、パンフレット130,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員の設置 636                318                   

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 57                 57                     研修会旅費・負担金

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）

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

242012 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 玉城町 自治体コード

-合計 - 953                635                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活相談員を配置していない。

（強化） 消費生活相談員を週１回配置。

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

（既存） 消費者問題（契約トラブル・悪質商法等）の正しい知識が町民に周知されていない。

（強化） 消費生活相談窓口の周知や悪徳商法など、未然に防止するための冊子やグッズなど配布し啓発に努める。

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） 国民生活センター主催の研修会へ参加。

（強化） 引き続き、消費者行政担当職員及び相談員のレベルアップを図るために研修会（国民生活センター主催）への参加を支援する。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

1       636                        

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       318                        

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会への参加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 1      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

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

平成25年度末予定

-82             千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 318             千円 20年度差 318             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 318                千円

平成2５年度の消費者行政予算 953                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 635             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 400             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,346             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,946          千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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）

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）

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）

消費者被害の防止を強化するため、
啓発資料を作成し各世帯に配布する。

756,000          755,000             啓発資料購入費

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）

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）

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

244708 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 度会町 自治体コード

-合計 - 756,000          755,000             



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 町民に消費者被害の防止を図るための啓発資料が不足している。

（強化） 消費者被害の防止を強化するため、啓発資料を作成し、各世帯に配布する。

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 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

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

-2               千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

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

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 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 756                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 755             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 3                千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 63                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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）

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）

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）

相談員（月一回勤務）報酬及び旅費

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）

被害防止のための予防対策・啓発 345                344                   悪徳セールスお断りシール作成費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員配置による相談窓口整備 143                71                     

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） スキルアップのための図書購入 2                   2                       参考図書購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

24471 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 大紀町 自治体コード

-合計 - 490                417                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 相談が寄せられた時には町職員が対応

（強化） 平成23年4月から消費生活相談員1名を採用し、月1回配置で窓口を整備

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） 県からの送付物による対応

（強化） 住民向け被害防止啓発物の全戸配布

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書がないため、相談者の対応に苦慮

（強化） 資質向上を図るために参考図書購入

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

1       143                        

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       72                          

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上 ○

人 平成25年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

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

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

-342           千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 73               千円 20年度差 73               

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 71                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 490                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 417             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 415             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 415                千円

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 -                   

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 三重県 市町村名 南伊勢町 244724自治体コード 年度

事業経費事業の概要

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

222,120         

111,000             

111,000             消費者生活相談員配置による窓口整備

--

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

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

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

相談員謝礼180千円(15,000円×12回開催分×1/2補助対象)
相談員費用弁償42千円(3,510円×12回開催分×1/2補助対象)

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）

222,120         



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（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）

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

（強化）

（既存）

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）

（既存）

消費者生活相談員を配置し、月1回の消費者生活相談窓口を開設するとともに巡回相談を実施。

H22年4月より相談窓口開設。

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（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）

（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）

（既存）

（既存）

（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）

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）

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

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数

人

人日

研修参加・受入要望実施形態

48                         1       

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

222.12                   

対象人員数計 追加的総費用

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 111               千円

千円 前年度差111.12        千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

222.12           平成2４年度の消費者行政予算

20年度差

111             

千円

千円

千円

千円

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

222.12           

うち基金（交付金相当分）対象経費

111             

111.12        

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 111             

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

-      平成25年度末予定

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

人

-      

人1      相談員総数 人 相談員総数平成25年度末予定1      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数平成24年度末

平成24年度末

うち定数内の相談員 相談員数

消費生活相談員の配置

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）

啓発用リーフレット662                662                   
⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事

消費者被害の防止を図るための啓発物品の購入及び配布

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑧消費生活相談体制整備事業

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ベルアップ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の消費者行政関係研修会等の参加支援 108                108                   旅費、参加費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家活用）

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 事業経費
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）

245437 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（センター・窓口整備） 相談窓口の強化 20                 20                     執務参考図書の購入

都道府県名 三重県 市町村名 紀北町 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（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 - 790                790                   

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）

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） 国・県から配布された広報啓発チラシを役場カウンターなどに配置及び啓発小冊子の全戸配布

（強化） 引き続き国・県から配布された広報啓発チラシを役場カウンターなどに配置及び啓発小冊子の全戸配布。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） 国・県主催の研修等に参加

（強化） 引き続き消費者の相談に対応できるよう国民生活センター等主催の研修へ参加支援（年1～2回）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）

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（専門家活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（センター・窓口整備）
（既存） なし

（強化） 引き続き相談窓口の強化を図るために、執務参考図書を購入する

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

（既存）

（強化）

⑲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）

業（事業者指導や法執行等） （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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 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

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

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

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

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                   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 790                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 790             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

千円

平成24年度の消費者行政予算 604                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 604             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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）

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）

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）

啓発物品の作成 300                300                   啓発物品の購入費

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）

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）

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

24562 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 紀宝町 自治体コード

-合計 - 300                300                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 町広報誌、県配布物等による啓発。

（強化） 高齢者見守り隊などの団体で啓発物品の該当配布を実施し、消費トラブルに対する意識を強化する。

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

業（事業者指導や法執行等） （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

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 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

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

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

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

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 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 320                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 320                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

平成20年度の消費者行政予算 15                 

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

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）

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）

平成20年度の人員体制に対して増員した相談員に係る報酬，費
用弁償，社会保険料等（1/2計上）

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）

悪質商法等注意喚起のためのチラシ類及び啓発物品の
作成

1,494             843                   
悪質商法等注意喚起のためのチラシ作成費及び啓発冊子・啓
発物品の購入費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整
備

6,000             1,297                 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援 179                154                   旅費，研修費，教材費

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）

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）

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） 面談室の新設 1,670             108                   面談室新設にかかる賃料（1/2計上）

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

249271 平成

対象経費

25 年度都道府県名 三重県 市町村名 鈴鹿亀山地区広域連合 自治体コード

-合計 - 9,343             2,402                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 相談業務を兼務する定数内職員を除いて，２名の相談員（定数外職員）を雇用している。

（強化）
相談増加への対応，啓発活動の推進のため人的体制整備として，平成２１年５月から新たに１名（定数外職員）を雇用して増員を行ってお
り，平成２５年度についても継続して雇用する。

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） 啓発物品の購入及び作成に５万円，広報誌発行事業として４７万８千円（年３回分）の予算としている。

（強化）

・地域住民へ悪質商法等の注意を喚起するため，現在広報誌の中で行っているものとは別にチラシを年１回発行し，圏域内の各戸に配
布する。
・地域住民の契約の知識や消費者意識の向上を目的とした啓発の方法とその機会の増強を行うため，啓発冊子・啓発物品の購入費用と

基金 を計上す

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） 相談業務を担う消費生活センター所長と２名（常勤嘱託）の消費生活相談員のうちいずれかが，１年で１回ずつ研修に参加できる予算とし
ている

（強化）
相談業務を担う消費生活センター所長と２名（常勤嘱託）の消費生活相談員が各々毎年１回ずつ研修に参加できるように，基金を活用し
ながらその機会を増やす。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 金融機関の２階の一部を消費生活センター事務所として借りており，面談についてはその事務所の一角で行っている。

（強化） 平成２３年度に新たに借用した面談室分の賃料（1/2計上）。

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）

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）

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）



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

対象人員数計 追加的総費用

1       2,976                      

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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 公費で研修に参加できる機会を増やす。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 1      人

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

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

平成25年度末予定

-92             千円

相談員総数 4      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,666         千円 20年度差 1,167          

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,405             千円

平成2５年度の消費者行政予算 21,068           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,402          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 18,758         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 22,828           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,070          千円

平成20年度の消費者行政予算 17,499           

④その他


