
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）

市町村名 富山市 自治体コード 162019 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談業務用図書の購入、相談員用PCの整備費 746               637                   
相談業務用図書の購入、相談員用PCの整備（ウイルス対策、
アップグレード、機器更新）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活弁護士相談 300               240                   弁護士謝金

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） 相談員及び職員の研修参加支援 797               579                   旅費・負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員６人体制による相談事業の継続（20年度2人体制） 15,986           10,898               消費生活相談員の賃金・共済費

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

広報・啓発費、多重債務相談 3,402             3,042                
啓発用消耗品、広報掲載、小中学校用啓発教材、専門家による出前講
座（中学生）、消費者月間啓発用懸垂幕、司法書士謝金

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 - 21,231           15,396               -



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） 相談業務に必要な図書の購入

（強化） 相談業務に必要な図書の購入、相談員用PCの整備（ウイルス対策、アップグレード、機器更新）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 消費生活相談における法的な判断や指導について弁護士の意見を仰ぐ（年間30分×12回）

（強化） 既存分に加え、年間2時間×12回を追加

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） 相談員２名各年１回国民生活センター研修参加 等
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 相談員２名各年１回国民生活センター研修参加　等

（強化） 相談員・相談従事職員の県内外での研修参加支援（相談員　６人×１回　職員２人×１回　等）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名体制

（強化） 相談員の増員。（H22年4月から6人体制へ）苦情相談における「あっせん」の実施強化に伴い平成22年4月から報酬引き上げ。

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） 広報とやまへの各月掲載（無料）、司法書士による多重債務相談（年36回分）

（強化） 広報とやまへの毎月掲載（有料）、啓発グッズ購入、小中学校用啓発教材、専門家による出前講座（中学生）、消費者月間啓発用懸垂幕、司法書士謝金（年15回分）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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）

6       7,380                      

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

6       10,898                    



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 9,610             千円

平成2４年度の消費者行政予算 25,922           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,661         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 11,261         千円

平成2５年度の消費者行政予算 26,595           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,396         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 10,898           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,199         千円 20年度差 1,589           千円 前年度差 -62             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 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 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 ○ 相談員自らが抱える課題について弁護士の助言を得る。

②研修参加支援 ○ 県内外の研修参加にともなう旅費等の支援。

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）

市町村名 高岡市 自治体コード 162027 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 富山県

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 増設相談窓口管理 1,870             1,870                事務所借料、光熱水費等

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） 国民生活センター及び県研修会等への参加支援 167               167                   旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 増設相談窓口への相談員の配置 3,731             3,731                相談員の報酬、通勤費等

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

消費者教育リーフレットの市内全戸配布・啓発物品の配布 1,435             1,435                リーフレット・啓発物品購入費及び市内全戸配布折込料

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

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

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

弁護士による多重債務者相談会の開催（月１回） 360               360                   富山県弁護士会への委託料

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,563             7,563                -



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） 市役所内に消費生活相談窓口を設置。

（強化） H21～23年度では、ふるさと雇用事業で中心市街地に相談窓口を増設、24年度は同様に基金事業で取り組み、H25年度は引続き同事業で増設する。

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） 国民生活センター及び県研修会等への参加（相談員増員（３人）に伴う参加）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 広く相談業務に応じるため、増設窓口に相談員を配置する。

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） 消費者教育を広く市民に推進するため、リーフレットの市内全戸配布や啓発物品を配布する。

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）

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） 弁護士による多重債務者相談会の開催（月１回/相談員同席）

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）

3       3,303                     人 人時間／年

人

人 千円

,

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       3,731                     



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 4,459             千円

平成2４年度の消費者行政予算 13,023           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,830          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 6,193          千円

平成2５年度の消費者行政予算 14,126           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,563          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 5,176             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,563          千円 20年度差 2,104          千円 前年度差 370             千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 ○ 有資格相談員の賃金引上げ（1,090円→1,200円、Ｈ２２から継続）

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 ○ 国民生活センター及び県の実務的研修への参加支援（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談室環境整備 326               326                   備品購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

年度

事業名 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 富山県 市町村名 魚津市 自治体コード 162043 平成 25

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 - 3,119             1,938                -

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）

高齢者ハンドブックの配布、出前講座 162               162                   啓発パンフ等の購入

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）

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・担当職員研修 280               280                   旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 2,351             1,170                賃金、費用弁償等

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（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） なし

（強化） 相談室の環境整備「備品購入」

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 平成21～23　ふるさと雇用促進事業により、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） なし

（強化） 高齢者への啓発　啓発パンフレット等配布

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） 担当職員・相談員の研修参加

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）



４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,612                     

対象人員数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,351                     

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

前年度差 465             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,262          千円 20年度差 1,213          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 1,170             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,200             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,938          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 797             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,565          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,362             千円

平成20年度の消費者行政予算 49                 

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 ○ レベルアップ講座参加旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 基金の活用により、継続的な雇用（１年間）が可能となる。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

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

1      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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

10                     

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）

執務用図書購入代

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

図書購入代

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 富山県 市町村名 氷見市 162051自治体コード

事業経費事業の概要

年度

10                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

2,062             

1,191                

1,031                

150               

-

相談員の報酬及び社会保険料

消費者グループ報酬　　＠10,000円×3回＝30,000円
弁護士報酬　　　＠10,000円×1時間×12ヶ月＝120,000円

150                   

2,222             -

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）

（賃金＠140,000円×12ヶ月）＋通勤手当77,000円＋社会保険
料305,000円=2,062,000円　　　（内、基金の活用は２分の１）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止啓発活動に伴う報償費、多重債務相談に伴う報償費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

参考図書を購入

（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） 参考図書を追加購入

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） 消費者行政活性化基金で継続的に相談員を雇用（H25.4月～H26.3月）

（強化）

（強化）

ひみ消費者グループによる消費者啓発活動の支援及び弁護士による多重債務相談会を開催（月１回×１時間×１２ヶ月）（相談員同席）（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）

県が行う啓発事業に協力

なし

（強化）

（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

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,800                     

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 人時間／年

人

人 千円2,062                     

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

,

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

271             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 1,031             千円

千円 前年度差1,315          

2,837             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 270               

千円20年度差

1,191          

千円

1,045          

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

2,506             

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,044          

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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 1,793          

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○ 基金の活用により、継続的な雇用（１年間）が可能となる。

平成24年度末

人

人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2      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）

年度

10                 

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 滑川市 162060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

図書購入費10                     

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）

執務参考図書等の購入

40                 相談員の研修参加支援

報酬⑧消費生活相談体制整備事業

啓発チラシ作成、パンフレット等購入、啓発用品作成

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）

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 1,962             -

相談員の継続配置

教材作成・購入費678                   

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費

678               

-

40                     

1,234             

1,345                

617                   

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） 相談専門員の能力向上を図るため、執務参考資料を購入する（単価5千円×2冊）

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）

相談業務の複雑化・高度化に対応するため、専門相談員を配置するとともに、執務参考資料を購入

（強化）

県内の研修に参加

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） 相談員のレベル向上のため、国民生活センター主催の研修参加支援を継続する（旅費40千円×1回）

（既存）

（既存）

啓発チラシの作成、配布

平成24年度から基金を活用し相談員を配置

啓発チラシ作成300千円、チラシ折込120千円、パンフレット購入150千円、オリジナル啓発品108千円（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） 複雑高度な相談に対応するため相談員の配置（月98千円×12月×1.05)

（強化）

県内の研修に参加



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

1       人 人時間／年

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

,

1,234                     

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 1,195          

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 -                   

805             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

-                   

2,156             

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

369             

千円

千円20年度差

1,345          

平成20年度の消費者行政予算 442               

2,000             平成2４年度の消費者行政予算

6                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 617               千円

千円 前年度差811             

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

1      

1      相談員総数 人 人

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24年度末

人

人

1      平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

国民生活センター主催による研修への参加支援（年１回）

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 黒部市 162078自治体コード

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

2,908             

1,948                

1,948                

-

消費生活相談員の配置

2,908             -

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）

消費生活相談員の報酬、費用弁償、社会保険料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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（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） 消費生活相談員を配置し、消費生活に係る相談業務や啓発活動を行う。

（強化）

（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）

（既存）

なし

（強化）

（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

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,891                      

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2,908                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

231             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 1,948             千円

千円 前年度差1,454           

3,616             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 226               

千円20年度差

1,948           

千円

1,228           

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

-                  

3,402             

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

1,223           

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 2,393           

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

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      人1      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

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）

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）

100                   

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

備品購入費（デジタルカメラ、テレビ等）

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 富山県 市町村名 砺波市 162086自治体コード

消費者事故調査体制の確立 100               

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

200                   

100               

-

印刷製本費（冊子・パンフレット作成）100                   

200               -

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

消費者教育の推進

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 消費者事故調査体制の確立のため、状況確認のための備品を購入する。

（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）

（強化）

消費者教育の推進のため、冊子・パンフレット等を作成し、成人式等の節目の行事で配付する。（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）

なし

（強化）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-2              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528             

530               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 584               

千円20年度差

200             

千円

-56             

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

728               

うち基金（交付金相当分）対象経費

530             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

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

研修に参加できる体制を継続していく。

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      

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      人1      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

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）

110                   

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）

執務参考図書の購入、機器整備

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

専門相談員用の執務参考図書の購入、パソコンの整備

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 富山県 市町村名 小矢部市 162094自治体コード

事業経費事業の概要

年度

110               

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

20                     

1,008             

2,130                

1,008                

旅費

992               

-

消費生活専門相談員の配置

弁護士による専門相談業務委託料、啓発用品購入費992                   

2,130             -

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）

賃金⑧消費生活相談体制整備事業

弁護士による専門相談窓口の整備（月１回）、消費者教育
推進法の成立を踏まえた消費者啓発

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） 20                 消費者行政担当者の研修参加



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

消費者行政担当者が 研修に参加していない

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

専門相談員用のパソコンはない。

（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） 専門相談員用のパソコンを新規に整備し、相談対応に係る情報収集の円滑化を図る。

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） 平成23年５月から、消費生活専門相談員（１名）を新規配置する。

（強化）

消費者行政担当者が、研修に参加していない。

（強化）

弁護士による消費生活相談（毎月１回）開設する。啓発用パンフレットや物品等を購入し、消費者教育の推進を図る。（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）

弁護士による消費生活相談はしていない。市広報誌を利用して啓発を行う。

消費生活専門相談員は、配置していない。

（強化） 消費者行政担当者が、研修に参加する。

（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

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,008                      

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1,008                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1,008             千円

千円 前年度差509             

2,304             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 246               

千円20年度差

2,130           

千円

263             

相談員総数平成25年度末予定1      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

千円

千円

1      相談員総数 人

2,639             

うち基金（交付金相当分）対象経費

504             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

消費生活相談員の配置 平成24年度末

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 1,800           

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

人

人1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 南砺市 16048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）

賃金・社会保険料等⑧消費生活相談体制整備事業

啓発用品の購入

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 2,977             -

消費生活相談員の新規採用

啓発資材（または啓発パンフレット）の購入650                   650               

-

2,327             

2,977                

2,327                

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）

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）

啓発用品は購入していない

消費生活相談員は配置していない。

消費者トラブル防止のための啓発用品を購入する。（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） 21年度からふるさと雇用再生特別基金事業で消費生活相談員を設置したが、23～25年度は活性化基金の活用により相談員を確保し窓口を整備する。

（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

1,523                     

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

1       人 人時間／年

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

,

2,327                     

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 3,582          

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

1,423          

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

4,236             

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

752             

千円

千円20年度差

2,977          

平成20年度の消費者行政予算 507               

5,005             平成2４年度の消費者行政予算

-164           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 2,327             千円

千円 前年度差1,259          

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

1      

1      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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 市町村名 射水市 16211自治体コード

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

60                     

2,329             

1,938                

1,299                

旅費、研修費補助

736               

-

相談員の人件費

啓発用パンフレット、物品などの作成、購入579                   

3,192             -

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）

人件費、労働保険料⑧消費生活相談体制整備事業

消費者教育推進法の成立を踏まえた消費者啓発事業

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） 127               担当職員・相談員の研修参加支援



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

国等主催の研修（2泊３日）に相談員又は担当職員が一回程度参加できるよう旅費及び研修費の支援拡充

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）

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） 平成２３年４月１日より消費生活専門相談員の勤務日を週５日に拡充

（強化）

国等主催の研修（2泊３日）に相談員又は担当職員が一回程度参加できるよう旅費及び研修費の支援拡充

（強化）

悪質商法被害防止のためのパンフレット啓発物品などを作成・購入（特に高齢者向け）。出前講座の強化。（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）

（既存）

簡易な悪質商法防止のためのチラシの作成。要望があれば講座を開催。

消費生活専門相談員の勤務日は週２日

（強化） 平成２４年４月１日より国等主催の研修（2泊３日）に相談員又は担当職員がのべ２回参加できるよう旅費及び研修費の支援拡充

（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

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,071                      

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1,299                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-53             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 1,299             千円

千円 前年度差1,646           

3,423             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 1,475             

千円20年度差

1,938           

千円

171             

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

3,584             

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,699           

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 1,724           

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

研修参加旅費

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2      

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4      人4      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 2      

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）

年度

10                 

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 舟橋村 16321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

執務参考図書購入10                     

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）

職務向上参考書籍購入

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者啓発用品の作成・配布

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 60                 -

啓発用品作成費用50                     50                 

-60                     

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） 職務向上のため参考書籍追加購入

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（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）

職務向上のため参考書籍購入

（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）

消費者被害未然防止のための情報提供

消費者被害未然防止のため新たな情報のチラシを作成・配布（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

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 -                   

10              

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

-                   

60                 

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

-17             

千円

千円20年度差

60              

平成20年度の消費者行政予算 17                 

10                 平成2４年度の消費者行政予算

-10             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-                

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

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-      

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）

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 上市町 163228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

消費者被害防止のための啓発

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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 500               -

消費者啓発パンフレット500                   500               

-500                   

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）

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）

県消費生活センターより配信される情報を町HPに掲載、町内・近隣市町村において詐欺等の被害があった時に注意喚起

被害発生にかかわらず被害を未然に防止するため啓発チラシ・パンフレットを作成し全戸に配布（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

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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 200             

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

1,033          

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

1,529             

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

-11             

千円

千円20年度差

500             

平成20年度の消費者行政予算 1,040             

1,233             平成2４年度の消費者行政予算

-4              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1,029          

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

1      

1      相談員総数 人 人

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24年度末

人

人

1      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）

年度

208               

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 富山県 市町村名 立山町 16323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

ワイヤレスアンプセット208千円208                   

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）

出前講座用にワイヤレスアンプセット及び消費者啓発用
DVDの購入をし、講座の充実を図る

人件費総額899千円の1／2　　　449千円⑧消費生活相談体制整備事業

啓発用ポケットティッシュを出前講座や窓口で配布し、消
費者被害防止の啓発を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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 1,281             -

消費生活相談員の配置

消費者啓発用ポケットティッシュ105千円、DVD69千円174                   174               

-

899               

831                   

449                   

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） アンプセットの購入により改善を図る。

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）

（強化）

出前講座の高齢者受講者に対し、大型会場等での出前講座では講師の声がとおりにくいなどの支障がある。また啓発用の映像機材も所

（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）

消費者に個別に配布する啓発用品を所有していない。

町単費のみでは、相談員人件費を負担することは困難である。

窓口や出前講座で啓発用ポケットティッシュを配布し、消費者被害の防止を図る。また啓発用DVDの購入により、出前講座のさらなる充実（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） 人件費の1／2を要望することで、町の財政的負担を軽減し、相談窓口を維持する。

（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

人

法人募集型

人日

858                        

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

1       

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

899                        

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 735             

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

302             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

1,305             

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

450             

千円

千円20年度差

831             

平成20年度の消費者行政予算 24                 

1,037             平成2４年度の消費者行政予算

172             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 449               千円

千円 前年度差474             

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

1      

1      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

○ アンプセット購入による出前講座における負担軽減

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

相談窓口の継続的な維持○

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 富山県 市町村名 入善町 163422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）

57                 消費者相談窓口職員の国セン及び、県内研修への参加支

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者トラブル被害防止のための啓発事業

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 627               -

出前講座用パンフレット購入。窓口用啓発チラシ作製費。
くらしの安心情報印刷（全戸回覧）、消費者啓発用図書購入。

570                   

旅費・研修負担金

570               

-

57                     

627                   

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）

市町村担当者研修会（県開催 年４回）以外の研修は 職員の自費参加

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） 国セン開催の研修への参加及び、相談員・窓口相談担当者研修・弁護士との事例研修会

（既存）

（既存）

出前講座で使用の資料などの印刷、ケーブルTVによる啓発、警察署との連携訓練

出前講座で使用するパンフレットの購入費、消費者啓発用図書の購入費、窓口用啓発チラシ作製費、くらしの安心情報印刷（全戸回覧年１２回）（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）

市町村担当者研修会（県開催・年４回）以外の研修は、職員の自費参加

３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）



４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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

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

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 916             

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

144             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

771               

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

12              

千円

千円20年度差

627             

平成20年度の消費者行政予算 132               

1,060             平成2４年度の消費者行政予算

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

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144             

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

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-      

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）

年度

10                 

事業経費事業の概要

都道府県名 富山県 市町村名 朝日町

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）

平成 25163431自治体コード

図書購入費

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

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

執務参考図書の購入による対応能力の向上 10                     

⑧消費生活相談体制整備事業

高齢者や若者を対象とした悪質商法等に対する啓発
広報活動

300               

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 -

パンフレット購入費290                   

-

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

290               

300                   



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化） 執務図書の購入により対応能力が向上し、消費生活相談の機能が強化される。

事業名

これまで執務参考図書の購入は実施していなかった。

（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）

（強化）

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

啓発パンフレットの配布や広報活動を実施することにより地域社会における消費者問題解決力がより強化される。（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）

（既存）

（強化）

平成24年度は啓発パンフレット等を用いた広報活動を行っていなかった。



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

実施形態

参加者数

研修参加・受入要望

人

人日

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成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

-                 

消費生活相談員の配置 平成24年度末 -      相談員総数 人

-                  

317               

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

54               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

相談員総数平成25年度末予定-      

千円

20年度差

300             

-16             

千円

千円

千円

54                 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 33                 

-37             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17               千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 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 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数平成25年度末予定

人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末

平成24年度末

人

①報酬の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他
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