
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 宇都宮市 09049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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④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）

228               消費生活相談員及び行政職員研修

⑧消費生活相談体制整備事業

啓発用ミニハンドタオル，消費者啓発・情報提供広告料，
啓発用パネル，講演会講師謝金，講演会ポスター

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 1,502            -

啓発用ミニハンドタオル，消費者啓発・情報提供広告料，
啓発用パネル，講演会講師謝金，講演会ポスター

1,274                

研修旅費及び負担金

1,274            

-

228                   

1,502                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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） 消費生活相談員及び行政職員のレベルア プを図るため国民生活センタ 等の研修 派遣する

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

なし

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

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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）

（強化）

（強化） 消費生活相談員及び行政職員のレベルアップを図るため国民生活センター等の研修へ派遣する。

（既存）

（既存）

なし

啓発用ミニハンドタオルを出前講座等で配布する。生活情報誌に広告を掲載し身近なトラブルについて啓発・情報提供を行う。
最近の事例についての啓発用パネルを作製する。消費生活講演会の講師への謝金。消費生活講演会のポスターを作製し広く市民に周知する。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

人日

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

人

人 千円

（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 5,397          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

消費生活相談員の配置 平成24年度末

33,678         

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

13    相談員総数 人

35,068           

うち基金（交付金相当分）対象経費

人

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

-11,383       

相談員総数平成25年度末予定13    

千円

千円20年度差

1,502          

平成20年度の消費者行政予算 44,949           

39,075           平成2４年度の消費者行政予算

-112           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円 前年度差33,566         

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

13    13    

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

相談員のレベルアップを図るため国民生活センター等の研修へ派遣する。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 092029 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 足利市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費者行政の推進に資するため、執務参考図書を購入
する。

50                 50                     消費者行政関係図書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
弁護士を講師に招き、相談員向けの具体的な相談事例
に即した実務研修会を実施する。

100               100                   講師謝礼

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品放射性物質検査を委託するための費用 949               949                   検査委託料、検体送付費、消耗品費

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）
相談員のレベルアップを図るための研修参加費を支援す
る

151               151                   研修参加費用（旅費・参加者負担金）

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）

消費者被害の未然防止、拡大防止を図るための講座資
料及び消費者教育・啓発を行うための資料等の購入費。

               500                    500 講座用パンフレット、消費者啓発用品購入費

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・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,750             1,750                -



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） 消費者行政関連図書は未整備

（強化） 消費者行政関連図書を整備し、消費者行政の拡充を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 実施していない。

（強化） 相談事例を解決するための研修会を開催（２回）し、相談員機能を強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 実施していない。

（強化） 消費者の食品に対する安全・安心のため食品の放射性物質検査を委託する。

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）

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） 実施していない
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 実施していない。

（強化） 相談員のレベルアップを図るための研修参加のための費用を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 実施していない。

（強化） 消費者被害の未然防止、拡大防止を図るための講座の実施及び消費者教育・啓発を行うための物品等を購入する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 13,839           千円

平成2４年度の消費者行政予算 15,956           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,446           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 14,510         千円

平成2５年度の消費者行政予算 15,785           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,750           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,035         千円 20年度差 196             千円 前年度差 -475            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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 4      人 平成25年度末予定 相談員総数

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 相談員数 4      人

4      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他 執務参考図書の購入や講座の講師時に活用できる資料（パンフレット等）の購入

②研修参加支援 相談員の法令研修等の参加支援及び弁護士による実務研修会の開催

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 92037 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 栃木市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 放射性物質簡易検査の実施 707               707                   検査に関する消耗品費、機器メンテナンス料

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） 消費者啓発講座の開催 50                 50                     講師謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員レベルアップを図る 80                 80                     研修旅費、参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の増員 1,922             961                   消費生活相談員報酬

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）

消費者被害防止のための啓発
放射性物質関係の啓発

951               951                   啓発資料購入費

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・モデル性の高い事業）

消費生活基本計画策定 1,848             1,848                

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 - 5,558             4,597                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品中の放射性物質簡易検査体制の充実を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 消費者問題専門家を講師とする消費生活相談事例研修会を開催し、更なる相談員の資質向上を図る。

（既存） 県開催の相談員対象の研修会に相談員が年に1回参加 旅費支援
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県開催の相談員対象の研修会に相談員が年に1回参加、旅費支援。

（強化） 県・国民生活センター等主催の相談員対象の研修会に相談員が複数参加、旅費支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置は、月曜日3人、火曜日から金曜日まで2人体制。

（強化） 消費生活相談員の増員により、月曜日から金曜日まで3人体制とする。

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） 出前講座等により、消費者啓発の実施。

（強化）
既存の啓発に加え、高齢者等の被害を防止するために啓発用冊子を作成し、配布する。食品の放射性物質について正しく理解しても
らうために啓発する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 栃木市消費生活条例に基づいた、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため消費生活に関する基本的な計画を策定する。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,560                      

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       1,922                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 4,742             千円

平成2４年度の消費者行政予算 9,039             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,988           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 5,051           千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,676             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,597           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 961               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,079           千円 20年度差 337             千円 前年度差 28               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 5      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 相談スキルアップをはかるための研修参加旅費支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

110               

事業経費事業の概要

食品の放射性物質簡易検査 160               

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 佐野市 92045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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

検査に係る消耗品代、検査機器保守料

センター周知資料作成用コピー機賃借料、消耗品代60                     

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）

160                   

消費生活センターの充実

14                 相談員の研修参加支援　

相談員（非常勤）の報酬、社会保険料⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止の啓発

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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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

合計 2,220             -

業務を円滑に処理するための体制整備

啓発資料・パンフレット等の購入・作成56                     

旅費

56                 

-

14                     

1,880             

1,230                

940                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） センター周知資料の作成

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 市民が持込む食品の放射性物質検査を実施する

センター周知資料が不足している。

（強化）

なし

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

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

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

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） レベルアップのための研修に相談員が参加できるように旅費を支援

（既存）

（既存）

啓発講座の開催

相談員は３名配置のうち、1日2人勤務体制

高齢者向け啓発の強化、資料の作成（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化） 相談員を1日2人体制から３人体制とし、勤務時間を拡大して、相談と事務の円滑を図る

（強化）

なし



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）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

法人募集型

人日

1,080                      

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

3       

人

人 千円3       

対象人員数
（報酬引上げ）

1,880                      

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 1,990           

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

費 相談員 成 度

4,994           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

6,578             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

1,171           

相談員総数

千円

千円20年度差

1,230           

平成20年度の消費者行政予算 4,177             

6,984             平成2４年度の消費者行政予算

354             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 990               千円

千円 前年度差5,348           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

3      相談員総数 人 人

3      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

研修参加旅費支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 92053 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 鹿沼市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外･県内の研修参加支援 237               237                   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）

出前講座での啓発ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる啓発、消費者啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾁﾗｼ・DVD購入 459               459                   報償費・消耗品費・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・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 696               696                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） 年3回（延べ5人分）の研修への参加のための旅費･負担金 その他は自費で参加
⑦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） 年3回（延べ5人分）の研修への参加のための旅費･負担金、その他は自費で参加

（強化） 年8回（延べ16人分）の研修への参加のための旅費･負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者啓発ボランティア養成講座の開催

（強化） 消費者啓発ボランティアによる、高齢者を対象とした寸劇等の啓発活動を実施。センターによる学校等を対象とした消費者被害防止の学習会等の実施。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 13,964           千円

平成2４年度の消費者行政予算 12,214           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,803           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 10,411         千円

平成2５年度の消費者行政予算 12,118           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 696             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,422         千円 20年度差 -2,542         千円 前年度差 1,011           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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 4      人 平成25年度末予定 相談員総数

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

平成25年度末予定 相談員数 人

4      人

相談員数 4      

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 旅費・負担金の支給

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 92061 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 日光市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員費用弁償、研修参加負担金 232               232                   
費用弁償@50,000円×4人=200,000円
負担金@8,000円×4人=32,000円

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員報酬拡充分(H23.10月改定)
社会保険料適用分 6,239             3,119                

報酬拡充分@1,242,000円×4人=4,968,000円
社会保険料@317,750円×4人=1,271,000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）

消費者被害防止啓発活動謝金・啓発物品･チラシ等作成
費、無料弁護士相談委託料 2,003             2,003                

啓発活動謝金@15,000円×15回=225,000円､啓発チラシ等作成
費962,000円､弁護士相談委託@68,000円×12月=816,０００円

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

消費者団体活動費補助金 46                 46                     
補助金　@22,000円×1団体=22,０００円
@12,000円×2団体=24,０００円

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 8,520             5,400                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） 消費生活相談員が国セン開催の研修会への参加を支援（５名 相模原市）
⑦相談員の国セン開催の等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員が国セン開催の研修会への参加を支援（５名　相模原市）

（強化） （財）日本消費者協会主催研修等に要する費用弁償、参加負担金を支援（４名　東京）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員５名　日額制

（強化） 消費生活相談員報酬月額制に拡充(H23.10月改定)、社会保険料適用

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

（既存） 相談員による出前講座謝金の支出

（強化） 消費者被害防止啓発講座を実施する団体への謝金、被害防止啓発のためのチラシ・物品等の購入、無料弁護士相談の開催

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

（既存） 消費者問題に取り組む団体の活動への支援　２団体

（強化） 消費者問題に取り組む団体の活動への支援　３団体

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

対象人員数計 追加的総費用

4       6,239                      



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

平成20年度の消費者行政予算 4,911             千円

平成2４年度の消費者行政予算 12,921           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,262           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 7,659           千円

平成2５年度の消費者行政予算 14,106           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,400           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）対象の賃料、人件費等 3,119             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,706           千円 20年度差 3,795           千円 前年度差 1,047           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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 4      人 平成25年度末予定 相談員総数

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

平成25年度末予定 相談員数 人

4      人

相談員数 4      

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他 ○ 相談員のアドバイザー設置（防犯活動指導員）

②研修参加支援 ○ 相談員の公用車使用を許可

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 92088 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 小山市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター相談室整備 654               654                   消費生活センター相談室整備（603千円）、参考資料等（51千円）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加者支援 164               164                   研修参加費（135千円）、研修参加負担金（25千円）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

消費者への啓発強化 688               688                   啓発用物品作成

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

消費者への啓発強化 80                 80                     試買テスト実施及び結果広報団体委託

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,586             1,586                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 旅費の支援（6人×2日）

（強化） 旅費・研修参加費の支援（6人×1回）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 消費生活に関する啓発用物品の作成

（強化） さまざまな広報媒体を使った消費者被害防止のための広報活動強化及び強化分の啓発用物品の作成

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

（既存） 消費者団体により年1回の実施

（強化） 食品表示監視事業の充実のため商品購入調査だけでなく食品に関する勉強会・講演会等による啓発強化を行う

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）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 7,140             千円

平成2４年度の消費者行政予算 9,702             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,357           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 7,345           千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,569             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,586           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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 5,983           千円 20年度差 -1,157         千円 前年度差 -1,362         千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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 6      人 平成25年度末予定 相談員総数

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 相談員数 6      人

6      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 6      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加の機会を増やす（参加費・旅費等の支援）

③就労環境の向上 ○ 相談室内スペース拡充により就労環境の向上を図る



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）

20                     

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）

消費生活センターの機能強化

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

執務参考図書・資料の購入

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 栃木県 市町村名 真岡市 92096自治体コード

事業経費事業の概要

年度

20                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

49                     

872                   

研修参加への旅費・負担金

803               

-

啓発活動強化のための消耗品代等803                   

872               -

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

啓発の強化、充実、教材・広報資料などの収集・作成

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 49                 相談員研修への参加支援



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

国民生活センターでの宿泊研修参加（1名）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

執務参考資料（図書）の購入

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化） 執務参考資料（図書）の購入

事業名

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）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

（強化）

国民生活センターでの宿泊研修参加（1名）

（強化）

啓発活動レベルアップのための資料作成消耗品代、消費生活センターだより全戸配布、啓発用パンフレットおよびDVDと啓発品の購入費用（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（既存）

（既存）

なし

（強化） 相談員レベルアップ研修（東京会場、宿泊研修）への参加支援（1名）

（既存）

（強化）

（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）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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）



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）

人

法人募集型

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

千円 前年度差-                 

1,992             平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 5,315             

千円20年度差

872             

千円

-5,315         

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

872               

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）対象外経費

費 相談員 成 度

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 1,992           

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

相談員レベルアップ研修（東京会場、宿泊研修）への参加支援（1名）

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

-      

1      

2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      人2      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

2      

-      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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 - 4,778            3,036                -

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

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

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

放射性物質検査の実施 400               400                  検査用消耗品、検査機器メンテナンス委託料

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

７　消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 年複数回の研修会等への参加支援 600               422                  旅費、研修費

８　消費生活相談体制整備事業 相談員の増員、現行相談員の業務量増加、報酬の引き上 3,128            1,564                報酬

５　消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

６　消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

３　消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

４　消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

650               650                  住民への周知に係る消耗品購入費、執務に必要な参考書籍購入

２　消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 栃木県 市町村名 大田原市

１　消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） センター周知用消耗品購入、参考書籍購入

自治体コード 09210 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（既存）

（強化）

１３　消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

８　消費生活相談体制整備事業
（既存） ４名の相談員がローテーションで相談にあたっている。

（強化） 相談件数増加に対応するため相談員を増員し、現行相談員の業務量も増加させる。　報酬額の単価を引き上げる。

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） 身近に放射性物質について検査実施出来る機関が無い。

（強化） 市民の食の安全を確保するため、放射性物質検査を実施する。

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） 相談員一人当たり年1回の研修参加支援

（強化） 相談員一人当たり複数回の研修参加支援

４　消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（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） 消費生活センターの業務内容等があまり知られていない。

（強化） 市民に対し消費生活センターが身近な相談窓口であることを周知するための消耗品を作成し、各窓口等に配置する。　日々変化する関



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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（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

5      3,128                     

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      1,584                     

対象人員数
（報酬引上げ）

4      

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 ○ 年に複数回の研修参加に係る旅費及び参加費の支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成２４年度より報酬単価引き上げ

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

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

5      人

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

前年度差 -335           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,524          千円 20年度差 1,068          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,128            千円

平成25年度の消費者行政予算 9,560            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,036          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 6,859          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,381          千円

千円

平成24年度の消費者行政予算 10,240          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,456            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

20                 

事業経費事業の概要

放射性物質簡査機器の保守点検、検査における消耗品 188               

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 矢板市 092118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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

商品テスト機器の購入

執務参考資料購入20                     

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）

188                   

消費生活相談員の知識向上を目的とした参考図書の購入

報酬、社会保険料（雇用主負担分）⑧消費生活相談体制整備事業

街頭啓発活動等での消費者啓発物品の購入

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 1,284             -

消費生活相談員の報酬見合い

配布用チラシ、物品（ティッシュ等）の購入691                   691               

-

385               

1,092                

193                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 必要な参考図書等の購入による相談員や関係職員の知識向上を図る

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 引き続き住民からの放射性物質簡易検査の依頼が多く、検査機器の保守点検や検査に係る消耗品の費用が発生する

（強化） 検査実施の周知強化を含め、継続して取り組むことにより住民の食品汚染に対する不安の払しょくを図る

消費者からの多種多様で高度化する相談に対して、知識を補うための資料が不足している

（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）

⑦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）

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）

⑪地域社会における消費者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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

消費者啓発物品を作成し、市主催のイベント等で配布していた

消費者に対して、情報提供や助言等にとどまっていた

市主催のイベントに加え、消費者月間における街頭啓発活動や窓口対応時においてチラシや啓発物品を配布する（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化） 消費生活センターの周知強化による相談件数の増加や相談内容の高度化もあり、相談員報酬の引き上げ（21年度より）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

法人募集型

人日

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

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

193                        

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 1,271           

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

費 相談員 成 度

2,052           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

3,149             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-108            

相談員総数

千円

千円20年度差

1,092           

平成20年度の消費者行政予算 2,165             

3,323             平成2４年度の消費者行政予算

5                 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 193               千円

千円 前年度差2,057           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      相談員総数 人 人

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

平成24年度末

○ 平成21年度より、相談員の報酬引き上げを実施済み（＋26,000円）

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

274                   

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）

消費生活相談窓口を整備する事業

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費生活センター相談業務用事務機器購入　　179
消費生活ｾﾝﾀｰ周知用広告料　　95

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 栃木県 市町村名 那須塩原市 92134自治体コード

事業経費事業の概要

年度

274               

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

289                   

3,731                

　相談員実務的研修参加費用弁償

3,168             

-

消費者被害防止のための教育・啓発　　1,155
食品の放射性物質簡易検査業務及び講演会開催　2,013

3,168                

3,731             -

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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）

⑧消費生活相談体制整備事業

地域社会における消費者問題解決力の強化に向けた事
業（消費者被害防止のための啓発事業及び食品と放射
能の問題への対応）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 289               消費者行政担当者が研修に参加するための支援を行う事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

相談内容の充実を図るため 消費者相談に関する研修に相談員を参加させ 相談員のレベルアップを図る

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

消費生活センターの機能を強化しトラブル解消に努め、さらに市民への啓発を積極的に行う。

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化） 事務機器の充実を図る。相談員による出前講座の強化。イベント等で消費生活センター活用のＰＲを積極的に行う。

事業名

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）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

（強化）

相談内容の充実を図るため、消費者相談に関する研修に相談員を参加させ、相談員のレベルアップを図る。

（強化）

高齢者を対象に悪徳商法の被害防止を中心とした消費者啓発事業を強化する。
食品の放射能測定事業や講演会を実施する。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（既存）

（既存）

（強化） 平成２１年度より相談員の研修参加旅費を支援する。

（既存）

（強化）

（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）

（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）

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）

⑪地域社会における消費者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）



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）

人

法人募集型

人日　

研修参加・受入要望実施形態

参加者数 　

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

5,565           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

千円 前年度差14,090         

10,308           平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 7,896             

千円20年度差

3,731           

千円

6,194           

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

17,821           

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

8,525           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 1,783           

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

お互いにできるだけ研修に参加しやすいよう、相談員の勤務体制を調整したり、公用車
の利用を推進したりしている。

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

5      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定5      人5      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 5      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 92142 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 さくら市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の周知・執務用参考資料購入費 482               482                   
相談窓口の周知チラシ作成代　467,000円
参考資料購入費　15,000円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員の研修への参加支援
　消費生活相談員等が相談業務に関する知識を
より多く得るための研修参加に係る経費

61                 61                     研修旅費　61,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員１名増員 1,921             961                   相談員の報酬、社会保険料等（１名分）

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）

消費者被害防止のための啓発
放射性物質測定器メンテナンス費用 1,180             1,180                

啓発物品・教材購入費　1,022,000円
放射性物質測定器メンテナンス費用１回分　158,000円

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,644             2,684                -



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） 啓発活動時に相談窓口の周知をしていた。

（強化） 再度、センターの周知徹底を図り、市民が気軽に相談できる環境を整備する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 相談員等が、相談業務に必要な知識を得たり、新たなトラブルに対応するため、国民生活センター等で開催する研修に参加する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名で、PIO－NET入力、相談業務にあたっている。

（強化） 相談員２名体制で、さらに相談業務の充実化を図る。

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

（既存） 市で実施するイベント等で、消費者啓発のためのグッズ等を作成し配布し、啓発活動を行う。

（強化）
消費者被害防止のための講座等を開催し、若者・成人・高齢者を対象とした啓発活動をさらに強化する。
放射性濃度を測定・公開することにより、消費者の安全を確保する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,296                      

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       1,921                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 2,808             千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,765             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,962           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,803           千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,339             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,684           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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 961               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,655           千円 20年度差 -153            千円 前年度差 -148            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 　国民生活センター等研修に係る旅費　（５日分）　

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 092151 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 那須烏山市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベルアップを図るため研修参加支援 127               127                   研修参加のための旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員を配置し、相談窓口の整備 2,628             1,314                消費生活相談員の賃金、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・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,755             1,441                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） 相談業務に携わる者のレベルアップを図る目的で 研修会参加支援の参加費・旅費
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 相談業務に携わる者のレベルアップを図る目的で、研修会参加支援の参加費・旅費

（強化） 消費生活相談員の資質向上を図り、専門的知識力アップの目的で、研修会参加支援。旅費・参加費

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

（強化） 消費生活相談を更に充実強化するため、有資格者の専門相談員を配置

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）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,638                      

一般財源1/2充当

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       2,628                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 203               千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,004             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,605           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 1,399           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,127             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,441           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 1,314             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,686           千円 20年度差 1,483           千円 前年度差 287             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      

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

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 夏季休暇の付与（３日間）



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

消費者庁及び（独）国民生活センターより放射性物質簡易検査機器1台の貸与を受け、
食品等の放射性物質測定検査に係る費用 185               

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 下野市 92169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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

185                   

57                 消費生活相談員研修参加時旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者まつり実施時及び消費者教育の充実を図るための啓発物資購入費、消費者啓
発講演会時啓発物資購入費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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

合計 3,840             -

開所時間延長による消費生活センター業務強化に伴う相談員の報酬増

1,181                1,258             

-

35                     

2,340             

1,531                

130                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 消費者庁及び（独）国民生活センターより放射性物質簡易検査機器1台の貸与を受け、食品等の放射性物質測定を行う。

（強化） 市民の安全・安心を図るため、食品等の放射性物質測定を行う。

（強化）

相談員の研修参加への促進

⑫地域社会におけ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）

⑦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）

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）

⑪地域社会における消費者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）

（強化）

（強化） 研修参加により、相談業務強化を図る

（既存）

（既存）

街頭啓発の実施及び啓発チラシ配布により消費者被害防止啓発を実施

消費生活センター開所時間　午前9時から午後5時

消費者まつりの実施、消費者啓発講演会の実施し、消費者教育の充実を図り市民の学習を強化する（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化） 平成22年4月1日より消費生活センター開所時間　午前9時から午後5時に変更し相談業務の強化を図る

（強化）

相談員の研修参加への促進



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）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

法人募集型

人日

260                        

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

3       

人

人 千円3       

対象人員数
（報酬引上げ）

260                        

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 2,085           

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

費 相談員 成 度

3,179           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

4,386             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-1,197         

相談員総数

千円

千円20年度差

1,531           

平成20年度の消費者行政予算 4,052             

5,264             平成2４年度の消費者行政予算

-324            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 130               千円

千円 前年度差2,855           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

3      相談員総数 人 人

3      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93017 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 上三川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 相談員等の研修参加 38                 38                     消費者行政担当者が研修に参加するための旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談に対応するための専門相談員の設置 2,208             1,104                消費生活相談員に対する報酬

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）

町民に対する消費者啓発用チラシ及びグッズ等の作成・
購入

264               264                   消費者啓発用チラシ及びグッズの作成・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・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,510             1,406                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者等が研修を受けることで能力の上昇を図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 上三川町消費生活センターに専門の相談員を設置することで、町民の消費生活における安定及び向上を確保する

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） なし

（強化） 啓発用チラシ等の配布によるセンター設置の周知及び啓発活動の実施

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,584                      

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       2,208                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 184               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,163             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,036           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 127             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,610             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,406           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 1,104             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,204           千円 20年度差 1,020           千円 前年度差 1,077           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修を受けることで消費生活相談員の能力の上昇を図る

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93424 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 益子町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター施設の拡充 38                 38                     備品購入（録音機器）、参考図書

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の質の向上を図るため、研修に参加する 100               100                   研修旅費、研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政機能強化のため相談員の人的体制を整備する 4,123             2,061                相談員給与、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）

消費生活関係啓発のチラシやグッズを配布し、幅広い年
齢層に啓発活動を行う。

1,380             1,380                啓発パンフレット印刷、啓発普及品

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,641             3,579                -



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） 年度末に消費生活センターを建設

（強化） 消費生活センターの備品を整備することにより施設の拡充を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） 消費生活センターが無く 相談に対し 対応が難しい状況である
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活センターが無く、相談に対し、対応が難しい状況である

（強化） 相談員の積極的な研修参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談は担当課職員が対応し、相談内容によって窓口での対応は難しく、県センターや専門機関への取り次ぎを行っている。

（強化） 相談員２名を雇用する

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） 啓発活動は高齢者向けの啓発がメインとなっている

（強化） 幅広い年齢層に対応した啓発活動を行い、消費生活センターの存在及び啓発パンフレットを作成配布

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       3,840                      

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       4,123                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 61                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 10,841           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,788         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 53               千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,645             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,579           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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,061             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,066           千円 20年度差 4,005           千円 前年度差 4,013           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国県開催の研修への参加

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93432 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 茂木町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

消費生活関係啓発のグッズを配布し、消費者への注意
喚起を促す

275               275                   啓発普及品

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 275               275                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 幅広い年齢層に対応した啓発活動を行い、注意喚起を促すことができる。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 173               千円

平成2４年度の消費者行政予算 263               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 103             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,375             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 275             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,100           千円 20年度差 1,927           千円 前年度差 1,997           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93441 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 市貝町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

消費者育成及び消費者被害の未然防止のための啓発資料の作成 500               500                   消費者被害の未然防止のための啓発資料作成経費

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・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 500               500                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者育成及び消費者被害の未然防止のための啓発資料を作成、全戸配布し啓発を図る。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 585               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 585             千円

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

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

平成2５年度の消費者行政予算 500               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             千円

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

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

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

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 -      人

2      人

相談員数 2      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他 ○
芳賀地区消費生活センターは益子町・茂木町・芳賀町及び当町により構成されているので、構成市町と協議し
て取り組む

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 芳賀町 93459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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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

合計 161               -

消費者啓発用パンフレットの購入161                   

-

161               

161                   

消費者被害防止のための啓発

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

（既存）

（強化）

（強化）

事業名

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（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）

（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）

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）

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

（既存）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

なし（既存）

（強化）

消費者被害防止の啓発を強化するためのパンフレットを購入し、配布する（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人

法人募集型

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

111             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

費 相談員 成 度

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 256             

相談員総数

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

千円

2,259             

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

1,987           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円20年度差

161             

平成20年度の消費者行政予算 115               

367               平成2４年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

千円 前年度差2,098           1,983           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員

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

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員総数 人

人

人

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定-      人-      

相談員数

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末

平成24年度末

処遇改善の取組

平成24年度末

①報酬の向上

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 栃木県 市町村名 壬生町 93611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）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

52                 研修会参加費用

相談員報酬、雇用保険料　２名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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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

合計 2,208             -

相談員雇用費用

国セン・県開催の研修会参加旅費

-

52                     

2,156             

1,130                

1,078                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

なし

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

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

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

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） 相談員２名の多種研修参加旅費

（既存）

（既存）

なし

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（強化） 相談員雇用費用　２名

（強化）

なし



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）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

法人募集型

人日

1,770                      

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

2       

人

人 千円2       

対象人員数
（報酬引上げ）

2,156                      

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 4,028           

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

費 相談員 成 度

1,610           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

2,840             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

1,428           

相談員総数

千円

千円20年度差

1,130           

平成20年度の消費者行政予算 282               

5,638             平成2４年度の消費者行政予算

100             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,078             千円

千円 前年度差1,710           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

2      相談員総数 人 人

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

平成24年度末

○ Ｈ24年度は１名だった相談員をＨ25年度は2名として、個人に係る負担を軽減する。

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93645 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 野木町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 消費生活相談員等研修参加の支援に関する事業 57                 57                     旅費、研修費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の人的体制の維持に関する事業 2,304             1,152                相談員（非常勤）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）

消費者問題への関心を喚起する講習会開催に関する事業 293               293                   講演会謝金、啓発用チラシ作製

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,654             1,502                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） 消費生活相談員のレベルアップに係る研修への参加支援
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員のレベルアップに係る研修への参加支援

（強化） 消費生活相談員のレベルアップに係る研修への積極的な参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の確保、報酬に関する整備

（強化） 消費生活相談員の人的体制、改善等に関する支援

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

（既存） 消費者問題に関する広報、啓発に関する事業

（強化） 地域住民へ消費者問題の関心を喚起する講習会開催に関する事業

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）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,000                      

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,304                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 84                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,088             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,151           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 937             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,948             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,502           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 1,152             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,446           千円 20年度差 1,362           千円 前年度差 509             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 -      人

2      人

相談員数 2      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員のレベルアップに係る研修への積極的な参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93670 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 岩舟町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

消費者啓発事業（啓発物品の配布） 90                 90                     啓発物品（カットバン）　５０円×１，８００個

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 90                 90                     -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（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）

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） 広報による情報提供で、住民の意識向上を図り、消費者としての心得を周知した。

（強化） 広報による情報提供に加え、啓発物品を配布し、啓発の強化を図る。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 55                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 216               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 169             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 47               千円

平成2５年度の消費者行政予算 135               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 90               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 45               千円 20年度差 -10             千円 前年度差 -2               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 093840 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 塩谷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

・放射能検査器機保守等、悪徳商法撃退マニュアル作成 1,016             1,016                消耗品費、印刷製本費，放射能測定器保守

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,016             1,016                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 放射能測定は継続　悪徳商法に対応するためのマニュアルを作成し各戸に配布

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 30                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,482             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 698             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 784             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,403             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,016           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 387             千円 20年度差 357             千円 前年度差 -397            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 93866 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 高根沢町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入 30                 30                     執務参考資料購入費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

消費者教育資料購入・放射性物質検査用消耗品等購入 690               690                   消費者教育用チラシ・放射性物質検査用消耗品等購入費用

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 720               720                   -



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） 消費生活センター設置に関する周知・参考図書の購入

（強化） 関係法令の図書の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 住民への消費者教育のための啓発資料購入。放射性物質検査用消耗品等購入。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 68                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 922               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 833             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 89               千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,214             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 720             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,494           千円 20年度差 4,426           千円 前年度差 4,405           千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 94072 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 那須町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターのより一層の機能強化 130               130                   参考図書購入、電話音声ガイダンス機器購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 120               120                   研修旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の任用 2,218             1,109                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）

自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止 320               320                   消費者啓発リーフレット、ポケットティッシュ作成

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,788             1,679                -



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） 相談員１～２名体制での相談窓口業務

（強化） 相談件数の増加並びに複雑多様化する相談に対応するために参考図書、機器を購入する

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 相談員（2名）が研修に参加するための旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名～2名体制での相談窓口業務

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

（既存） なし

（強化） 高齢者、若者向けまたは被害件数の多い悪質商法被害防止のための啓発リーフレットやポケットティッシュを作成する

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       924                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,218                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 68                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,001             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,708           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 2,293           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,283             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,679           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 2,218             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,604           千円 20年度差 1,536           千円 前年度差 -689            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の知識及び技術向上のため、国、県などが実施する研修の参加を支援する

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 94111 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 栃木県 市町村名 那珂川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修参加等による相談内容の充実 45                 45                     旅費45

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）

消費者啓発冊子の購入、消費者被害防止啓発劇公演委託 560               560                   啓発冊子の購入245、啓発劇公演委託315

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

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 605               605                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） なし
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 研修に参加できるよう旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者啓発冊子の購入、消費者被害防止啓発劇の公演委託

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 500               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             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 605               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 605             千円

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

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

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

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

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

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

平成25年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


