
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）

都道府県名 岡山県 市町村名 岡山市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 331007 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員、事業者取引指導監視員、一般職員へ
相談業務に係る研修参加機会を付与。

545               545                   ・参加旅費、研修参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

平成２１年度から消費生活相談員を１名増、事業者取引
指導監視員を１名採用。平成２２年度に事業者取引指導
監視員をさらに１名採用。平成２５年度から消費生活相
談員５名の報酬改善。

7,744             7,744                 
・報酬、費用弁償（通勤費）、社会保険料（健康、厚生年金、雇
用）、児童手当拠出分

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）

啓発ステッカー、カレンダー等を作成し、出前講座、各種
イベント等消費者啓発に活用し、消費者被害の未然防
止、被害拡大防止を図る。また、潜在している相談を掘り
起こしセンターに接続するため、テレビコマーシャルの放
送を中心とした「消費生活センター」の広報事業を拡充す
るとともに、消費者教育推進法の施行に伴い、若年層へ
の啓発事業も併せて新規に行う。

46,824           46,824               
・啓発ステッカー、カレンダー等啓発グッズ作成費
・テレビCM放送
・若者向け消費者トラブル防止キャンペーン事業

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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

食品ロスの実態を把握するために一般家庭における食
品ロスモニター調査を行い、汎用性の高い食品ロス削減
プログラムの作成を行い、シンポジウムの開催を行う。

7,482             7,482                 
・モニター調査費
・プログラム作成費
・シンポジウム開催費

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 - 62,595 62,595 -合計 62,595          62,595             



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 消費生活相談員で延べ２回／年 国民生活センタ 等 の研修に参加

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）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） 消費生活相談員４名、取引指導監視員０名。

（強化）
既存の内容に加え、消費者庁設置に伴い増大する業務への対応及び機能強化のため、平成２１年度に消費生活相談員１名増。取引
指導監視員（法執行・相談対応）を平成２１年度に１名、平成２２年度に１名採用。平成２５年度から消費生活相談員５名の報酬改善。

（既存） 啓発リーフレット、冊子の作成、契約トラブルに関する出前講座の実施。

（既存） 消費生活相談員で延べ２回／年、国民生活センター等への研修に参加。

（強化） 既存の研修参加回数に加えて、相談員、行政職員に対し、１回/年以上の国民生活センター等への研修参加機会の付与及び支援。

（既存）

（強化）

（既存） 環境イベント・出前講座などでの水切りネット及びチラシの配布による啓発。生ごみ処理容器購入補助制度の実施。

（強化）
既存事業に加え、啓発ｽﾃｯｶｰ、ｶﾚﾝﾀﾞｰ等を作成し、相談が増えている高齢者及び成人になる前の年齢層に対する啓発事業の拡充を
図る。また潜在している相談を掘り起こしセンターに接続するため、テレビコマーシャルの放送等広報事業を拡充。

（既存）

（強化）

（強化） 既存事業に加え、食品ロスの現状を把握するとともに、食品ロス削減教育プログラムを作成し、市民への環境教育に役立てる。

（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）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（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）

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）



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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       4,692                     

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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）

5       

対象人員数計 追加的総費用

7       7,744                     



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 85,199           千円

平成20年度の消費者行政予算 31,490           

うち基金（交付金相当分）対象経費 40,273         千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 62,595         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 44,926         千円

前年度差 -6,506         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 38,420         千円 20年度差 6,930          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 7,744             千円

平成2５年度の消費者行政予算 101,015         

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 5      人 平成25年度末予定 相談員総数 人

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

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

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額報酬の増額。

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

④その他 ○ 通勤費支給。

②研修参加支援 ○ ２回/年の研修参加状況であったが、それに加えて１人に対し１回/年以上の参加機会
及び支援強化。

③就労環境の向上

相談員数

5      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 倉敷市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 332020 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員・行政職員の国民生活センター等主催の研修への参加支援 1,450             1,450                 参加旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者啓発情報紙の全世帯配布。啓発資料の作成 1,999             1,999                 啓発資材作成費

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,449             3,449                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 行政職員及び専門相談員１名につき年１回参加

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 上記に加え，基礎的研修及び専門的研修に行政職員を参加

（既存）

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）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） 独自の啓発用情報紙を作成し，市広報紙へ折込み市内全世帯へ配付。既存の内容に加え，啓発用教材・機材等の作成・購入等

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 上記に加え、最新の問題事例の紹介のための広報素材の作成

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

自治体参加型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 24,259           千円

平成20年度の消費者行政予算 18,258           

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,352           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,449           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 19,907         千円

前年度差 -18             千円

消費生 相談 成 年度末 相談 総数 相談 総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,889         千円 20年度差 1,631           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 23,338           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 5      人 平成25年度末予定 相談員総数 人

うち定数内の相談員 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

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

人

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン主催の研修への回数の増加。県の主催するレベルアップ講座への参加。

③就労環境の向上

相談員数

5      



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） 弁護士等の専門家による相談員への実地指導 257               257                   謝礼金

都道府県名 岡山県 市町村名 津山市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 332038 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター、県等が開催する研修会参加支援 255               255                   旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者の安全・安心を確保するため、消費者教育・啓発
に取り組む。

497               497                   消耗品費、手数料、委託料、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）

⑪地域社会における消費者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 - 1,009             1,009                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 相談員が弁護士等の助言を受ける相談会を開催する。

（強化） 相談員が弁護士等の助言や指導を受けることができる相談会を年９回開催し、より高度で専門的な相談への対応力を強化する。

（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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 相談員が研修会に参加する旅費を支給する

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）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） 一般市民向けに興味を引くよう笑いを交え、悪質商法等の被害防止の講座を開催した。

（既存） 相談員が研修会に参加する旅費を支給する。

（強化） 相談員が自己のレベルアップに更につながる研修会に参加する旅費を支給する。（研修参加を年１回から年２回に）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 一般市民向けに外部から専門的な講師を呼び、消費者力向上のための啓発・教育講座を開催する。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,007             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,746             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,478          千円

千円

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 5,529          千円

前年度差 -113           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,416          千円 20年度差 -1,330         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 4,929             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,425             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 人

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加に必要な旅費を支給する。

③就労環境の向上

相談員数

2      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 玉野市

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 332046 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 管内・管外で実施される研修に積極的に参加する。 200               200                   参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日を設け，専門相談員による相談を実施。 126               62                     報酬、社会保険料

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

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

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

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

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 - 326               262                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 管内 管外で実施される研修に積極的に参加する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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） 無し

（強化） 相談日を設け，専門相談員による相談を実施する。

（既存）

（既存） 管内・管外で実施される研修に積極的に参加する。

（強化） 複雑化する相談業務に対応するため，更に研修への参加を強化し，知識向上及び相談業務に関する技術向上を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       60                         

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       126                        



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 30                 千円

平成20年度の消費者行政予算 45                 

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 262             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30              千円

前年度差 64              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 94              千円 20年度差 49              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 126               千円

平成2５年度の消費者行政予算 356               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修への参加回数の増

③就労環境の向上

相談員数 1      

1      



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）

811               405                   事務所賃料

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 岡山県 市町村名 笠岡市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターを確保し、相談窓口の強化を図る。

自治体コード 332054 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談業務担当者のレベルアップを図るための研修参加支 132               132                   参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 3,230             1,615                 報酬、社会保険料

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

出前講座等啓発資材・啓発用備品購入 1,824             1,824                 啓発資材作成費・啓発用備品購入費

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

⑪地域社会における消費者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 - 5,997             3,976                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存） 平成22年度から消費生活センター（週5日開設、ＰＩＯ－ＮＥＴ配備、専門相談員の配置）として相談窓口を設置し相談事業を実施する。

（強化） センター設置以降相談件数は増加傾向にあることから，　　相談窓口の開設時間の延長を考慮し，相談者の利便を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 県消費生活センタ 主催の研修 の参加（年１回程度）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） 消費生活相談員不在。

（強化） 引き続き，消費生活相談員を1名配置し、相談業務、周知啓発に取り組む。

（既存） なし

（既存） 県消費生活センター主催の研修への参加（年１回程度）

（強化） 相談業務担当者のレベルアップを図るため国セン等への研修参加支援（年2回予定）

（強化）

（既存）

（強化） 全戸及び学童を中心に啓発のための資材を作成し，啓発を行う。

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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       1,680                     

人

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 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

1       3,230                     



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 6,471             千円

平成20年度の消費者行政予算 593               

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,885          千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,554          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,976          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 2,586          千円

前年度差 -8              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,578          千円 20年度差 1,985          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 2,020          

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の処理能力向上のため、国民生活センター等の専門的な研修への参加支援

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 井原市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 332071 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等実施の研修への相談員の参加支援 145               145                   参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 3,024             1,512                 報酬、社会保険料

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

啓発用DVDソフト及び、啓発用パンフレット等の購入 1,236             1,236                 啓発資材作成費

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

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

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

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 - 4,405             2,893                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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） 相談員配置無し

（強化） 相談窓口への消費生活担当相談員の配置（1名、週5日、9時～17時15分）

（既存） なし

（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が実施する研修への消費生活担当相談員の参加支援（1名）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 出前講座等で使用する啓発用DVD及び啓発用パンフレット（一式）、啓発用自治会回覧バインダー（一式）の購入

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,777                     

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       3,024                     



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 3,362             千円

平成20年度の消費者行政予算 386               

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,506          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,893          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,856          千円

前年度差 -1,395         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 461             千円 20年度差 75              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 2,893             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,354             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修への参加回数の増

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

140               140                   参考図書購入費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 岡山県 市町村名 総社市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口用パンフレットや参考資料を購入し被害防止を図る

自治体コード 332089 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費生活展や消費生活講座等で啓発グッズを配布し消費者問
題への関心を深め消費者の問題解決能力の強化を図る

160               160                   啓発グッズ作成費用　

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 - 300               300                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存） なし

（強化） 窓口にて生活安全業務嘱託員が消費生活相談に対応。対応時にパンフレットを活用して今後の対策などを教示

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
消費生活展や高齢者消費生活講座で啓発グッズを配布し消費者問題への関心を深めるると共に問題解決方法を周知。小中学生とその保護者に対し、契約についてと
悪質商法やネットトラブルなどに関する講座を開催し正しい知識を身につけてもらい，消費者被害を防止する

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,199             千円

平成20年度の消費者行政予算 776               

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             千円

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 2,699          千円

前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,699          千円 20年度差 1,923          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 2,999             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 岡山県 市町村名 高梁市

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 332097 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者啓発用のパンフレットの作成 400              400                  印刷製本費

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

⑪地域社会における消費者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 - 400              400                  -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 一般消費者の被害防止のためのパンフレット等

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 956              千円

平成20年度の消費者行政予算 389              

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 496             千円

前年度差 -70             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 426             千円 20年度差 37              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 826              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 瀬戸内市

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 332127 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加によるレベルアップを図る 127               127                   研修参加のための日当、旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を配置し、相談窓口の強化を図る 1,896             948                   報酬、社会保険料

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

消費者向けパンフレットの作成、講座の開催 258               258                   パンフレット作成・配布費用

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・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,281             1,333                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） なし

（強化） 相談員１名を配置する

（既存） パンフレット作成・配布をしている

（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップを図るための研修参加の支援を行う

（強化）

（既存）

（強化） 相談員による出前講座や、パンフレット作成・配布により、消費者問題への知識を深めてもらい被害の未然防止・拡大防止を図る

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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）

人

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 -              

-              

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 -              人

年間研修総日数 人日

自治体参加型

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,632                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,896                     



５．消費者行政予算について

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,835             千円

平成20年度の消費者行政予算 324               

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,562          千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,605             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,333          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 1,273          千円

前年度差 -1              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,272          千円 20年度差 948             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 948               

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する研修に参加

③就労環境の向上

相談員数 -      

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 赤磐市

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 332135 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員、担当職員の能力、資質向上を図るために研修会
に参加する

247               247                   研修会参加費用、交通費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を1名配置し、週4日相談業務にあたる 1,900             950                   相談員報酬、社会保険料（※1/2補助対象）

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

地域での出前講座や学校での講演会を積極的に開催する 250               250                   講演会開催費用(講師報酬、交通費など)

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,397             1,447                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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 ﾞ ﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 相談員を1名配置し、週4日相談業務に当たる

（既存） なし

既 なし

（強化） 相談員の能力、資質向上を図るために研修会に参加する

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 地域での公開講座に加え、学童を中心に講演会などを開催し、消費者教育を推進する

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,392                      

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

自治体参加型

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,900                      



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 2,920             千円

平成20年度の消費者行政予算 230               

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,557           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,447           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 1,363           千円

前年度差 54               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,417           千円 20年度差 1,187           千円

人1

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 950               千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,864             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが開催する専門講座に参加する

③就労環境の向上

相談員数

1    



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 真庭市

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 332143 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） レベルアップ研修参加 25                 25                     研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員配置 2,439             1,219                 報酬、費用弁償、社会保険料

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,464             1,244                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員1名配置

（既存）

（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の相談員研修（専門・事例講座）参加支援

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,500                     

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       2,439                     



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 2,486             千円

平成20年度の消費者行政予算 383               

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,086          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,244          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 1,400          千円

前年度差 144             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,544          千円 20年度差 1,161          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,219             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,788             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で実施される研修への参加支援

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

10                 10                     参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 岡山県 市町村名 美作市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費者問題に関する月刊誌を購読し相談者に柔軟に対
応する

自治体コード 33215 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口の充実・強化を図るため消費生活相
談に関する資格をもつ相談員による相談日を開設する。

72                 36                     相談員の報酬費及び費用弁償

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

悪徳商法やその対処法についてのリーフレット等を作成
し市民へ配布する。

890               890                   消費トラブルを未然に防ぐ注意喚起リーフレット作製費

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

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

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

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 - 972               936                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存） なし

（強化） 専門書籍を購入し、より知識を深め被害者の相談に迅速に・柔軟に対応する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） なし

（強化） 月１回総合支所等において、消費生活相談員による相談日を設ける。

（既存） なし

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） リーフレットを作成、配布し悪徳商法の啓発を行う。

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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       60                          

人

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 人日

自治体参加型

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       72                          



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 1,499             千円

平成20年度の消費者行政予算 501               

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,177           千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,400             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 936             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 322             千円

前年度差 142             千円

消費生 相談 成 年度末 相談 総数 相談 総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 464             千円 20年度差 -37             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 36                 

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップのため書籍「月刊国民生活」を購入

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 浅口市

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 332160 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修への参加支援 148               148                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談の増加にともなう相談員の確保 2,335             1,167                 相談員の報酬（週４日）、社会保険料

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

啓発資材・教材等の作成 903               903                   印刷製本費

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

⑪地域社会における消費者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 - 3,386             2,218                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員１名を維持する。

（既存） なし

（既存） なし

（強化） 相談員及び担当職員がレベルアップを図るため、研修に参加する時の費用の支援を行う。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 啓発講座等を行うための必要教材・資材等を作成し、市民への教育・啓発の向上を目指す。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,479                     

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       2,335                     



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 3,723             千円

平成20年度の消費者行政予算 321               

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,576          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,218          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）対象外経費 1,147          千円

前年度差 21              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,168          千円 20年度差 847             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,167             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,386             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 昨年同様、国民生活センター主催の研修等への参加を行う
（例：平成24年6月14日～15日研修参加（東京都））

③就労環境の向上

相談員数

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 和気町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 333468 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の県主催研修等への参加支援 10                 10                     職員旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者向けパンフレットの作成 550               550                   パンフレット作成費

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

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

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

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 - 560               560                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存） 行政職員の県等主催の研修への参加を支援し、能力強化を図る。

（強化） 行政職員の県等主催の研修への参加を支援し、更なる能力強化を図る。（研修参加を年１回から２回に）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） 消費者被害啓発パンフレットを作成し、町内全戸に配布し、住民の知識向上を図る。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 新たな消費者被害啓発パンフレットを作成し、町内全戸に配布し、住民の知識向上を図る。

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 710               千円

平成20年度の消費者行政予算 90                 

うち基金（交付金相当分）対象経費 620             千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 650               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 560             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 90              千円

前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              千円 20年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 岡山県 市町村名 早島町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 334235 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） レベルアップ研修参加支援 14                 14                     研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談業務等への支援 84                 42                     相談員等巡回指導謝礼

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

消費者への情報提供と啓発活動の充実 823               823                   「悪質商法を川柳で撃退！川柳コンテスト」開催費及び啓発用品作成費 

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

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

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

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 - 921               879                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存） 　

（強化） 　

（既存） 　

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 　

（既存） 特になし

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）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） 特になし

（強化） 消費生活相談指導員を増員し、相談・啓発業務の質の向上を図る。

（既存） 特になし

（既存） 特になし

（強化） レベルアップ研修参加支援を行う。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 「消費者被害撲滅！川柳コンテスト」の開催、各種広報用資材の作成等消費者への啓発活動を推進する。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       30                         

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       84                         



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 824               千円

平成20年度の消費者行政予算 216               

うち基金（交付金相当分）対象経費 738             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 879             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 86              千円

前年度差 16              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 102             千円 20年度差 -114           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 84                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 981               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費の支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

2      



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）

40                 40                     資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 岡山県 市町村名 矢掛町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口用参考資料を購入し被害防止を図る

自治体コード 33461 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等実施の研修への相談員の参加支援 58                 58                     参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 1,780             890                   報酬、費用弁償、社会保険料

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

啓発用資材（パンフレット）の作成 324               324                   啓発資材作成費

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,202             1,312                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存） 相談場所の確保、窓口表示、パソコンの設置、執務関係図書の整備

（強化） 執務関係図書の充実。専門図書の整備

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 県主催の研修の３回参加 国セン主催の研修に２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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） なし

（強化） 相談員を委託から雇用し、増大する業務を円滑に実施する。

（既存） パンフレット制作、機材を使った啓発活動

（既存） 県主催の研修の３回参加、国セン主催の研修に２回参加

（強化） 県主催の研修及び国セン主催の研修に同回数以上参加し、知識の習得・深化に努める。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） パンフレット制作年１回以上、機材を使った啓発活動、特に出前講座を年２０回を目標に実施、周知の強化、徹底を図る。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       240                        

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

1       1,780                     



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 2,242             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 1,454          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,312          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 788             千円

前年度差 102             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 890             千円 20年度差 890             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 890               千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,202             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 高度・多様化する相談に迅速に対応するため、専門的知識の習得の環境を整える。

③就労環境の向上 ○ 委託から直接雇用にすることで他の職員と同等に仕事ができる環境を整える。

相談員数

1      



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）

都道府県名 岡山県 市町村名 里庄町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 334456 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加支援 82                 82                     旅費・研修費・教材費

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）

消費者教育にかかる講座の実施及びパンフレットの配布 403               403                   講師謝金・広報資料購入費

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

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

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

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 - 485               485                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 県が主催する県内研修に 消費者行政担当者を参加させる

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（既存） 県が主催する県内研修に、消費者行政担当者を参加させる。

（強化） 国民生活センターおよび消費生活センターが主催する県内外の研修に、消費者行政担当者を参加させレベルアップを図る。

（強化）

（既存）

（強化） 外部講師による消費生活講座の開催、および消費生活問題に関するパンフレットを配布し、消費者教育の充実を図る。

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,144          千円

平成20年度の消費者行政予算 40                 

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,065          千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 487             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 79              千円

前年度差 -77             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                千円 20年度差 -38             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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 岡山県 市町村名 新庄村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 335860 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

高齢者世帯へ悪徳商法被害の防止啓発資材を配布する。 100               100                   印刷製本費

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

⑪地域社会における消費者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 - 100               100                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） 無し

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 高齢者に向けた消費者教育・啓発の強化

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 105               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 100             千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

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

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 岡山県 市町村名 勝央町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 336220 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者被害防止のための対処法・啓発 50                 50                     啓発資材作成費

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

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

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

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 - 50                 50                     -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 高齢者を中心とした悪徳商法等の被害防止のため、パンフレットやグッズを作成し被害防止の啓発を進める。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 350               千円

平成20年度の消費者行政予算 79                 

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 50              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 170             千円

前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 170             千円 20年度差 91              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 220               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 岡山県 市町村名 西粟倉村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 336432 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

各世帯へチラシ・パンフレット等を配布する。 100               100                   啓発資材作成費

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

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

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

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 - 100               100                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） チラシ・パンフレット等の作成、配布

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（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

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

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

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 人日

自治体参加型

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

千円

平成2４年度の消費者行政予算 110               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 100             千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算 110               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               千円

前年度差 -                 千円

消費生 相談 成 年度末 相談 総数 相談 総数

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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

人

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

-      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

33                 33                     参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 岡山県 市町村名 吉備中央町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書等の購入

自治体コード 336815 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、消費者行政担当者研修 300               300                   参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬等 576               288                   報酬、費用弁償、社会保険料

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

消費者被害防止のための啓発配布用グッズ等 417               417                   啓発用グッズ作成費

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

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

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

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 - 1,326             1,038                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存） なし

（強化） 相談員執務のための参考図書、資料等の購入

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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） 月２回の相談及び被害防止のための出前講座等の啓発活動

（既存） なし

（既存） なし

（強化） 相談員及び担当職員レベルアップのための研修参加支援

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 消費者被害防止等のためのグッズ作成

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・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

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       576                      

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

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

2       576                      



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 1,080             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 980             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,038          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 340             千円

前年度差 48              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 388             千円 20年度差 288             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,038             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,426             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 人

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

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター教育研修への参加

③就労環境の向上

相談員数

2      




