
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 徳島県 市町村名 鳴門市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 362026 平成 25

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）

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充実・機能強化のため執務参考資料
を購入する

10                 5                       

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費1名分

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬額の改定を行う。 1,620             45                     相談員増額分

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） 相談員が研修に参加するための支援を行う。 86                 43                     

講演会開催費用、事務用品

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）

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）

消費者問題に対する啓発のための講演会の開催を行う。 73                 36                     

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

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

合計 - 1,789             129                   -

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活センターの充実・機能強化のため執務参考資料を購入する。

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）

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） 相談員を対象とした研修会に出席する。（県内）

（強化） 相談員を対象とした研修会に出席する。（県外も含む）化 相談員 対象 研修会 出席す 。（県外も含 ）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の報酬額の改定を行う。（日額５，４００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）

（既存） なし

（強化） 消費者問題に対する啓発のため、消費生活に関する講演会の開催を行う。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       90                           

（報酬引上げ）

2       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,997             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,101           

平成2４年度の消費者行政予算 3,023             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,922           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,113             千円

20年度差 -13             

うち基金（交付金相当分）対象経費 129             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 45                 

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,984           千円

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

62               千円

2      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数外 相談員 平成 年度末 相談員数 人 平成 年度末予定 相談員数 人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬を日額５，１００円から５，４００円に引き上げる。（１日６時間勤務）

人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成25年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会（県外）への参加を支援する。

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）

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） 研修参加費 22                22                    

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費、研修費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 書籍代、センター周知経費 25                25                    

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 362034 平成 25

執務参考資料購入、消費生活センターに関する住民への周知
に係る経費（チラシ作成費）

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 徳島県 市町村名 小松島市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 3,426            3,426                -

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）

くらしのサポーター周知拡大に係る資料代等 107               107                  

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）

相

教材作成・購入費、広報資料・ポスター、チラシ等作成・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）

地域において消費者問題に取り組む消費者協会への補助 431               431                  消費者協会への事業費補助（消費者のつどいなど、研修会費用）

⑧消費生活相談体制整備事業 非常勤職員や相談員の賃金、報酬、社会保険料等 2,841            2,841                報酬、費用弁償、社会保険料（雇用主負担分）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 相談員等の研修旅費。

な

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 増加する様々な消費者トラブルに対し、迅速かつ適正に対処できるよう、相談窓口機能を更に向上させる。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） ｢こまつしま｣くらしの安全・安心サポーターの周知を拡大し、消費者啓発により力を入れる。

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） なし

（強化） 地域において消費者問題に取り組む消費者協会の事業に要する経費を補助し、消費生活の安定向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 非常勤職員の報酬、社会保険料など。



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）

2      2,880                    

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      2,841                    



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

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

2      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

前年度差 -4,383        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 242            千円 20年度差 -388           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 2,841            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,668            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,426          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 4,625          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,976          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 8,601            千円

平成20年度の消費者行政予算 630               

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 ○ 新規職員（相談業務含む）のレベルアップに向け研修参加予定

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活センター相談員等研修旅費、受講料 119               119                  

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費者行政担当者が研修に参加するための旅費、研修費、教材費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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執務参考図書 50                50                    

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 362042 平成 25

執務参考資料の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 徳島県 市町村名 阿南市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 6,572            6,572                -

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）

講演会開催経費、ちらし作成費 210               210                  

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）

相 相 講料

消費者被害未然防止のための講演会開催経費（会場費）、市広報活用による情報提供（チラ
シ作成費）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活センター相談員等の配置に要する経費（報酬、費用
弁償、社会保険料等）

6,193            6,193                消費生活センター相談員等の配置に要する経費（報酬、社会保険料等）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 消費者行政担当者が研修に参加するための旅費、研修費、教材費

な

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 執務参考資料の購入

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）

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

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）

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）

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

（既存） なし。

（強化） 消費者被害未然防止のための講演会開催経費、市広報活用による情報提供

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活センター相談員等の配置に要する経費（報酬、社会保険料等）



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）

3      4,320                     

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3      6,193                     



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

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

2      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

前年度差 818            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,870          千円 20年度差 -9,864        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 6,193            千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,442            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,572          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 1,052          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,792          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,844            千円

平成20年度の消費者行政予算 11,734          

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員に専門的な知識を身につけるための研修旅費、受講料

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

都道府県名 徳島県 市町村名 吉野川市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 25362051自治体コード

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）

年度

事業経費事業の概要

500                  -

啓発用パンフレット等の作成、配布500                  520               

-

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

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

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

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

相

⑧消費生活相談体制整備事業

高齢者の消費者トラブルの防止に係る事業

520               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

（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）

（強化）

なし

（強化）

高齢者の消費者トラブルの防止に関するパンフレット等による広報・周知の強化（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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）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）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

人

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

追加的総費用対象人員数計



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

-1,050        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140            千円

平成20年度の消費者行政予算 145               

1,690            平成2４年度の消費者行政予算

20年度差

500            

-5              

千円

千円

千円

千円

人平成24年度末

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定-      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

-      相談員総数 人

640               

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,190          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人相談員数

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

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

相談員数

500            

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

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成25年度末予定

平成25年度末予定平成24年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成24年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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） 国民生活センターが実施する研修への参加 280               250                  

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費、負担金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

自治体コード 362077 平成 25

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

執務参考図書、センターの広報のためのポスター・チラシ作成
費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活センター執務参考資料やパンフレットの購入、
周知広報の推進

576               120                  

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 徳島県 市町村名 美馬市

-

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

- 4,294            3,808                合計

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

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

相 国

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
週５日間（月～金）、午前９時～午後３時３０分までの受付
と相談対応

3,438            3,438                報酬、社会保険料



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

な

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 啓発業務、相談業務の質の向上。PIO-NETの活用。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 啓発業務、相談業務の質の向上。関係機関との連携の構築。

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

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）

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

（既存）

（強化）

⑬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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 相談員２名を配置し、週５日間の相談受付を実施する。

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

（既存）

（強化）

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）



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）

2      2,784                    

対象人員数
（報酬引上げ）

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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2      3,438                    



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

相談員数 人

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

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定

102            千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 486            千円 20年度差 -61            

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,438            千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,294            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,808          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 384            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,062          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,446            千円

平成20年度の消費者行政予算 547               

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 ○ 国民生活センターが実施する研修への派遣。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成25年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 362085 平成 25

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 徳島県 市町村名 三好市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 600               600                  -

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

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

相

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）

地域において消費者問題に取り組む団体と連携して、啓
発を実施

600               600                  啓発用グッズの作成・購入費、啓発用チラシの作成費

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） なし。

（強化） 地域において消費者問題に取り組む団体等と連携・協働し、市民への啓発を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

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

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

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 -      

前年度差 -181           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 155            千円 20年度差 145            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 755               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600            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 336            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 534            千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 870               千円

平成20年度の消費者行政予算 10                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 363219 平成 25

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 徳島県 市町村名 佐那河内村 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 60                60                    -

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

消費者教育啓発のための講演会開催、パンフレット等配布 60                60                    

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）

相

講師謝金・広報資料作成

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）

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） 村民全体に周知して講演会を開催し、消費者教育の活性化を図る。(50人以上の参加を目標とする)・広報資料を印刷し村内各戸に配布する。

（強化） 消費者教育啓発のための講演会を開催する(既存イベントと同時開催し、80人以上の参加を目標とする)・広報資料を印刷し村内各戸に配布する。

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

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

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

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

前年度差 -164           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 240            千円 20年度差 95              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 300               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60              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 404            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60              千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 464               千円

平成20年度の消費者行政予算 145               

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 363421 平成 25

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 徳島県 市町村名 神山町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 180               180                  -

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）

悪徳商法被害を防止するための啓発強化 180               180                  

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）

相

パンフレット作成　3,000部×60円＝180,000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）

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） 悪徳商法被害を防止するための啓発強化

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

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

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

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

前年度差 -100           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円 20年度差 20              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 200               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180            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 120            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180            千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 300               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 363871 平成 25

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 徳島県 市町村名 美波町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 780               780                  -

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）

無料法律相談会の毎月の開催 780               780                  

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）

相

　社会福祉協議会へ委託し、消費者トラブルなどに関する法律
相談の弁護士謝金、広報チラシ印刷配布等の経費

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）

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） 平成21年度まで、社会福祉協議会の無料法律相談を2ヵ月に1回開催。

（強化） 無料法律相談会を毎月開催する。

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

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

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

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

前年度差 -                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 74              千円 20年度差 -3              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 854               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 780            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 74              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,183          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,257            千円

平成20年度の消費者行政予算 77                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 364011 平成 25

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 徳島県 市町村名 松茂町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

合計 - 144               144                  -

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

啓発広報等の作成・配付 144               144                  

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）

相

相談窓口周知のためのリーフレット作成及び配付に関する経費

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）

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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） 相談窓口の周知。啓発リーフレットの全戸配付。

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

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

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

7      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

前年度差 -23            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 8      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 291            千円 20年度差 115            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 435               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 144            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 314            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250            千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 564               千円

平成20年度の消費者行政予算 176               

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 ○ 県消費者情報センター等が主催する研修会への参加の促進

③就労環境の向上

相談員数 7      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 8      人 平成25年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）
相談対応の充実を図るため、消費者相談に関する研修
に担当職員（相談員）を参加させるなど 担当職員のレベ 30 30

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

負担金及び交付金（研修負担金）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

自治体コード 364045 平成 25

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

参考図書の購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 住民を対象とした消費者生活相談窓口の機能強化を図る 472               30                    

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 徳島県 市町村名 板野町

-

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

- 5,451            4,864                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）

消費者被害に遭わないために地域住民が集まる機会を
捉え、消費者生活に関する研修会等を開催する。
高齢者の悪徳商法被害の防止を中心とした消費者への
啓発事業を強化する。

738               673                  

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）

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） に担当職員（相談員）を参加させるなど、担当職員のレベ
ルアップを図る。

30               30                  

報償費、需用費（チラシ用用紙、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）

負担金及び交付金（研修負担金）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口に相談員３名を配置する。 4,211            4,131                賃金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし。

（強化）
相談対応の充実を図るため、国や県で実施する消費者相談に関する研修に担当職員（相談員）を参加させるなど、担当職員のレベル
アップを図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 高齢の相談者等を対象に訪問相談を実施し、より住民と密着した相談対応に努める。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

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）

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）

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）
地域住民が集まる機会を捉え、消費者生活に関する研修会等を定期的に開催する。
高齢者の悪徳商法被害の防止を中心とした消費者への啓発事業を強化する。また地域に密着した小さな規模での講座を実施し、情
報の共有や消費者問題の掘り起こしにつなげる。

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 相談件数増加、問題の複雑化に伴い、相談員３名を配置。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数

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      4,258                    

人

人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3      4,131                    



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

3      人

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

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

前年度差 -1,833        千円 20年度差 547            千円

3      人

千円

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 587            

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      

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 4,131            千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,451            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,864          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,420          千円

4,663            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,243          千円

平成20年度の消費者行政予算 40                千円

平成2４年度の消費者行政予算

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 相談員１名増

②研修参加支援 ○ 参加研修費の負担金、研修旅費

③就労環境の向上

人平成25年度末予定 相談員数

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

処遇改善の取組 具体的内容

人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業名 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 徳島県 市町村名 上板町

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口拡充のための備品等購入費 150               150                  

自治体コード 364053 平成 25

執務参考資料等購入（センター周知用物品、図書購入費）

年度

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

5                  5                     

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加経費⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修等参加支援 経

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口への相談員の配置 2,005            2,005                相談員の賃金及び社会保険料等

相

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

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

2,160                -

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

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

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 - 2,160            



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） なし

（強化） 平成２３年４月１日センター設置。執務参考資料等の購入及び相談窓口に関する住民への周知等、相談機能の一層の強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 研修参加経費

な
⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化） 上板町消費生活相談窓口相談員として「上板町嘱託員及び臨時職員の雇用に関する要綱」に基づき嘱託職員として雇用。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      1,860                     

人

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      2,005                     



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 101               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,550            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,150          千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,160          千円

346            20年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 400            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,607            

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 2,005            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 447            千円 前年度差 47              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 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 研修等参加旅費

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）

都道府県名 徳島県 市町村名 東みよし町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 364894 平成 25

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

出前講座謝金（腹話術）20，000円　啓発用チラシ等印刷１００，
０００円　啓発用グッズ等１００，０００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）

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）

町内各種団体と連携した消費者被害の防止に関する出
前講座、食の安心安全に関する料理講習会等の開催や
啓発チラシ等の配布。

518               220                   

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

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

合計 - 518               220                   -

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）
事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業
（強化）

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

（既存） ①消費者被害の情報提供等。②啓発促進に繋がるパンフレット、ちらし等での情報提供は県や国からの配布物だけを役場等に配置。

（強化）
①社協、包括支援センター、ヘルパー等の啓発研修会、一般消費者対象出前講座等を開催する。②啓発用パンフ、チラシ、グッズ等を
町内の学校や病院等要所に配布し啓発、情報提供等を行う。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人 千円

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 800             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,200          

平成2４年度の消費者行政予算 1,300            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

平成2５年度の消費者行政予算 518               千円

20年度差 -502           

うち基金（交付金相当分）対象経費 220             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 -                  

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 298             千円

人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

198             千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 平成25年度末予定 相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

①報酬の向上

人人うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成25年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


