
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）

900                  

121                  研修の参加旅費（１１６千円）及び受講料（５千円）

1,800            

16,220              -

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 和歌山県 市町村名 和歌山市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 25302015自治体コード

啓発資料の作成９６７千円
啓発及び放送委託料４，０１３千円
啓発講座実施用機器の購入１３千円
食品検査体制の充実・強化のための機器購入１０，２０６千円

15,199              15,199          

-

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）

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）

相談委託料１，８００千円⑧消費生活相談体制整備事業

市民に向け、悪質商法を未然防止するための注意喚起
及び相談窓口周知啓発のための広報の実施、啓発資料
の作成並びに配布
食品検査体制の充実・強化

17,120          

相談体制強化のための相談員を１名増員

年度

121              相談処理能力向上のための研修参加支援

事業経費事業の概要



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

平成23年4月から相談員を増員し、相談体制の充実・強化を図る。（相談員1名・週4日・1日5.5時間）

（強化）

（強化）

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）

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）

（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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

消費者被害防止啓発事業の実施
・講演会等配布用啓発資料（冊子タイプ4,000部）の作成。
・消費者被害の未然防止及び相談窓口周知啓発のため、市内路線バス車体に啓発記事を掲載したラッピングバス広報の実施。
・消費者被害の未然防止及び相談窓口周知啓発のため、ラジオ、テレビを活用した啓発スポット放送の実施（ラジオ20秒×30回、テ
レビ15秒×10回）。
・啓発講座用機器の購入
食品検査体制強化のための検査機器の購入
・マイクロチップ電気泳動装置（2,415,000円）食中毒事例発生時等に微生物を遺伝子解析することにより、被害拡大防止及び、消費
者の安心・安全を確保する。
・フーリエ変換赤外分光光度計（2,415,000円）食品中の異物混入事例発生時等に迅速に異物特定でき、被害拡大防止及び、消費
者の安心・安全を確保する。
・ケルダール分析装置（2,887,500円）食品に混入した植物性自然毒等を迅速に特定し、被害拡大防止及び、消費者の安心・安全を
確保する。
・紫外可視分光光度計（1,207,500円）食品中の添加物・農薬類等の有害物質成分の分析ができ、消費者の安心・安全を確保する。
・超低温フリーザー（1,281,000円）食中毒事例発生時等に原因検体等の劣化や変異等を防止でき、正確な原因究明を図ることがで
きる。

（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）

（強化）

（強化）

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） 国民生活センター主催の研修会（２回予定）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）

（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）

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）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）

なし。

相談員を2名配置。



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

人

人 千円

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

1,056                    

人

人日

1,800                    

追加的総費用

研修参加・受入要望実施形態

1      

参加者数

対象人員数計

人日

追加的総業務量（総時間）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

1      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

21              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 900              千円

千円 前年度差2,793          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,395            

10,026          平成24年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

20年度差

16,220        

398            

千円

千円

千円

国民生活センター主催研修への参加支援（2人×1回）

千円

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

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

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

1      

1      

人

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

3      相談員総数 人

-                  

19,013          

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

2,772          

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

1      

1      

7,254          

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 1      

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



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 和歌山県 市町村名 海南市 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

自治体コード 302023 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 専門相談員による定期相談を強化 252              126                  相談業務委託料（252,000円×1/2）

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）

講座・巡回相談委託料（講師謝金・旅費、教材作成等）

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

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

市民向け啓発講座・巡回相談や研修会等の実施 288              288                  

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）

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 - 540              414                  -

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化）
市民への啓発講座及び巡回相談（8回）を実施し、消費者問題に対する周知・教育と潜在化している消費者被害の掘り起こしと解決
を図る。
関係団体等への研修会（1回）を実施し、関係団体とのネットワークの強化に努め、消費者被害にあわない地域づくりを推進する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 定期相談（専門相談員1名・月2回・3時間/日・1回あたりの相談費用5,000円）

（強化） 定期相談（専門相談員1名・月2回・3時間/日・1回あたりの相談費用10,500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）

（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）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

1      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      132                       



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

平成24年度の消費者行政予算 2,382            千円

平成20年度の消費者行政予算 257              

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 2,184          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 198            千円

平成25年度の消費者行政予算 589              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 414            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 126              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 175            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-23            千円

相談員総数 1      

20年度差 -82            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 橋本市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302031 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口強化用図書 30                30                    参考図書購入費

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,489            146                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談担当職員のレベルアップのための研修、セミナー等
参加

218              213                  旅費、研修参加費、高速道路使用料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

193              193                  

相談業務委託料

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）

被害への注意喚起・未然防止のための啓発物品の作
成、啓発講座実施、講演会開催

2,846            2,754               啓発物品の購入・作成費（消耗）、啓発講座・講演会実施委託料

⑧消費生活相談体制整備事業
専門相談員による消費生活出張相談事業（委託）、
臨時職員雇用事業（市単）

サポーター養成講座実施委託料

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

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

消費者啓発・見守りのための人材育成事業

5,776            3,336               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費生活相談体制強化のための参考図書充実

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）
担当職員レベルアップ・スキルアップ研修（(独）国民生活センター、消費者庁、経産省、金融庁等）、近畿ブロック消費生活センター
連絡会議等他府県の消費生活センターと交流を深め、本市の消費者行政に活かせる情報を得るセミナー等に参加する。民間団体
等が主催する内容の特化した研修に参加し、時代の変化に対応出来る能力アップを目指す。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
児童・生徒向け消費者教育啓発パンフ作成（1000部）、若年向け消費者教育啓発用グッズ購入、啓発グッズ（（例）「くらしの豆知識」、
ボールペン、ティッシュ、タオル等啓発力のある名入れグッズ）作成、未然防止・拡大防止に向けての啓発講座開催（委託12回・自前
10回）、消費者力向上のための市民向け公開講座・講演会開催

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）
専門相談員による出張相談会（１名：年24回：委託）。　隣町との専門相談員による相談事業の相互連携協定。多重債務相談におけ
る司法書士会との協働協定。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）
地域で啓発を担える人材育成のための講座実施。講座受講者同士の連携を図り、グループ化の実現を目指す。協働による啓発事
業展開への足がかりを付ける試み実施。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      72                         

1      292                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 4,380            千円

平成20年度の消費者行政予算 162              

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 4,097          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 283            千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,776            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,336          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 146              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,440          千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

2,157          千円

相談員総数 1      

20年度差 2,278          

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 有田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302040 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 専門知識を有する相談員配置に係る電話機の電信料 43                -                     

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

138              69                    

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）

報酬、費用弁償

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

被害防止のための折り込みチラシ等の配布や講演会の
実施

1,668            1,668               講師謝金・旅費、チラシ・カレンダー作成費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門知識を有する相談員の配置

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

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

1,849            1,737               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化）
被害に遭わないための啓発用カレンダー（全世帯用１２，０００部）、啓発パンフレット（全世帯用１２，０００部）、啓発物品（花火大会配
布用うちわ２，０００枚）を作成し、講演会を５回開催。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 専門知識を有する相談員を（委託１名・月１回）配置。

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

（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）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      138                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 2,682            千円

平成20年度の消費者行政予算 16                

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 2,491          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 191            千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,849            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,737          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 69                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 112            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-79            千円

相談員総数 1      

20年度差 96              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 御坊市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302058 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談業務担当職員の研修会参加支援 110              110                  研修会参加旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

被害未然防止のための啓発活動、啓発物品の購入、市
内消費者団体に対し研修会開催

1,743            1,743               
啓発用物品・啓発用カレンダー作成・研修会費（講師謝礼・旅
費・資料代）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

1,853            1,853               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 担当者会議等出席分旅費

（強化） 相談窓口強化のため、積極的に研修会へ参加（１名×2回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） 国民生活センター等作成の既存のパンフレットを適宜配付

（強化）
学生用啓発パンフレットを市内中学校1年生を対象に配付（500部）・啓発用カレンダーを全戸配付（9,100部）・イベント等で啓発物品
を配付（ウェットティッシュ2,000個・クリヤホルダー1,000個・風船1,000個・団扇2,000本）・高齢者用啓発パンフレット1,000部・市内消
費者団体等に対し、研修会実施（4回）・消費者団体による啓発物品作成消耗品

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成24年度の消費者行政予算 2,027            千円

平成20年度の消費者行政予算 214              

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 1,863          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 164            千円

平成25年度の消費者行政予算 2,022            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,853          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 169            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

5                千円

相談員総数 -      

20年度差 -45            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 田辺市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302066 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修専門事例講座等の受講支援 38                38                    研修旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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・講演会開催、啓発用パンフレット・回覧板の作成 1,961            1,961               
出前講座・講演会講師委託料、啓発用パンフレット・回覧板作
成費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

1,999            1,999               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加し知識の向上を図る。（１名・２日）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 出前講座（10回）・講演会（1回）の開催他、啓発用パンフレット４万部、啓発用回覧板を作成し、配付する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 2,190            千円

平成20年度の消費者行政予算 290              

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 1,939          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 251            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,295            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,999          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 296            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

45              千円

相談員総数 -      

20年度差 6                

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 新宮市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302074 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 専門相談窓口開設の広報を行う 60                60                    専門相談窓口広告

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

70                70                    

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）

257              128                  

必要備品購入

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） 市担当者が消費者行政に係る研修に参加する 60                60                    旅費、研修費、教材費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 出前講座の実施に向けて必要備品を購入する

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）

中学生、成人、高齢者の各世代に向けに啓発チラシ、啓発物品を配布する 3,800            3,800               広報資料・コンテンツ作成・購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 月１回、専門相談員配置による相談窓口を開設する

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

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

4,247            4,118               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） ２０～２１年度にかけて委託により、月１回、専門相談窓口を開設。２２年度以降は開設しておらず、広告や窓口の周知は未実施

（強化） 専門相談窓口を開設している旨の広報を行う

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 積極的に研修に参加し、市担当職員のレベルアップを図る

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 市職員担当自らが出前講座を実施できるように体制を整える

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） 必要に応じて、注意喚起チラシを市独自で作成し、町内回覧を実施。「くらしの豆知識」は希望者に配布

（強化） 中学生、成人、高齢者の各世代に向けに啓発チラシ、啓発物品を配布する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 委託により専門相談窓口を月１回開設。状況に応じて、市職員も相談に加わる。また、業務の空き時間を利用し、市担当職員や希望者らへの指導・講習を行う

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      257                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 4,645          千円

平成20年度の消費者行政予算 421              

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 4,184          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 461            千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,401            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,118          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 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 283            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-178           千円

相談員総数 1      

20年度差 -138           

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 紀の川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302082 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

192              96                    

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）

相談員勤務（月２回）

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・研修会・講演会開催／消費啓発グッズ配布 898              877                  
出前講座・研修会・講演会開催に伴う報償費及び資料代等。
および、消費啓発グッズ作成と配布に伴う費用

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口への専門相談員の配置

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

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

1,090            973                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 出前講座・研修会・講演会（年１０回予定）講師報償費及び資料代。　啓発グッズ作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員１名（月２回勤務）配置による業務委託

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）

（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）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      72                         

1      192                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 1,730            千円

平成20年度の消費者行政予算 45                

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 1,589          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 141            千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,090            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 973            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 96                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 117            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-24            千円

相談員総数 1      

20年度差 72              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 岩出市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

302091 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

192              81                    

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） 相談職員の研修参加支援 95                95                    旅費、研修負担金及び教材費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談業務委託料（専門相談員１名・月２回・３時間／日）

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

啓発用パンフレット・物品の作成 184              184                  市民向けパンフレット及び物品の作成・購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による消費生活相談を実施

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

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

471              360                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内外の研修として、相談員１名が１回参加できるよう旅費を支出。

（強化）
県内外で開催される研修会等に参加するための旅費。多様化する相談内容に対応できるよう、様々なテーマの研修を積極的に受講
し、相談職員のレベルアップを図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 高齢者や若者向けパンフレットを作成し、配布にて啓発を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 有資格専門相談員による相談業務を委託（１名・月２回・３時間／日）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      72                         

1      164                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 691              千円

平成20年度の消費者行政予算 182              

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 471            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 220            千円

平成2５年度の消費者行政予算 481              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 360            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 81                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 121            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-99            千円

相談員総数 1      

20年度差 -61            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 紀美野町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303046 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

消費生活講演会・学校への啓発講座開催 1,035            1,035               啓発講座（講座委託料・旅費・開催周知ポスター代等）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

1,035            1,035               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 啓発講座の実施

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 135              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 135            

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 1,035            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,035          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 かつらぎ町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303411 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

142              71                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員（担当職員）のスキルアップを図るための研修参加 71                71                    旅費、研修受講費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談業務委託料

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

消費者被害防止のための広報、啓発教材の購入 714              714                  啓発物資等作成経費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による相談事業の実施

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

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

927              856                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 担当職員のスキルアップを図るため研修会参加（１人×２回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） 他機関から配布されたパンフレット等を配布。

（強化） 消費生活パンフレットの作成、全戸配布を実施する。また、啓発用教材等による消費者被害に対する住民意識の向上と周知徹底を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 平成２４年４月から専門相談員（委託）による相談を毎月１回（１日３時間）実施し、消費者被害の救済にあたる。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      142                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 927              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 856            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

平成2５年度の消費者行政予算 927              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 856            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 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 1      

20年度差 71              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 九度山町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303437 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

152              76                    

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）

相談業務委託料

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員の配置

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

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

152              76                    

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 平成２３年度４月から専門相談員の配置（月１回・３時間/回）を通じ、解決に高い専門性を要する事案への対応を図るとともに、相談の掘り起こしに努める。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      152                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 158              千円

平成20年度の消費者行政予算 6                  

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 76              

うち基金（交付金相当分）対象外経費 82              千円

平成2５年度の消費者行政予算 152              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 76              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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 76                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 76              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-6              千円

相談員総数 1      

20年度差 70              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 高野町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303445 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

174              87                    

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）

相談員委託費14,500円×12回＝174,000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）

広報用パンフレット等を作成し、広報活動を行う。 133              133                  パンフレット等作成費133,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 毎月1回相談員を委託し、消費生活相談窓口を開設する。

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

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

307              220                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレット作成・配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活専門相談員（1名・月1回・1日3時間）による相談業務を委託

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）

（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）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      174                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 307              千円

平成20年度の消費者行政予算 3                  

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 220            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 87              千円

平成2５年度の消費者行政予算 307              千円

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 87                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 87              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 1      

20年度差 84              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 湯浅町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303516 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口業務機能強化に係る事務用機器の設置 300              300                  プリンターの設置

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

142              71                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談業務委託料（専門相談員1名・月1回・1日3時間）

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

被害防止のための講演会の実施や啓発物資配布 557              557                  啓発講座講師委託料、啓発物資作成、啓発講座用物品購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門知識を有する相談員の配置

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

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

999              928                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし。

（強化） 啓発物資作成にも活用可能なカラーコピー機を設置する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 高齢者や学生を対象とした啓発講座の開催、啓発物資配布。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 専門知識を有する相談員を委託により配置。（月１回、1日3時間）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      142                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 998              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 927            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

平成2５年度の消費者行政予算 999              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 928            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 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 1      

20年度差 71              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 広川町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303623 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

142              71                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

月１回委託配置する相談員の委託費（交通費含む）

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）

啓発講座による消費者教育、パンフレット配布による啓発 294              294                  講師への委託費、啓発物資の購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による相談業務の実施

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

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

436              365                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 啓発講座の開催（1回）、消費者啓発用パンフレットの配布（2種類×2,700部）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員１名を月１回（１日３時間）配置（年１２回）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      142                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 521              千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  

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 450            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

平成2５年度の消費者行政予算 436              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 365            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 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 1      

20年度差 66              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 有田川町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303666 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

140              70                    

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）

相談業務委託料

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による相談業務の実施

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

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

140              70                    

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員による相談業務を委託（相談員1名・月1回・1回3時間）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      140                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 176              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 70              

うち基金（交付金相当分）対象外経費 106            千円

平成2５年度の消費者行政予算 176              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 70              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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 70                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 106            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 1      

20年度差 106            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

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 和歌山県 市町村名 日高町 自治体コード 30382

合計 - 660              660                  -

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）

啓発物資等の作成配布 660              660                  啓発に係る物資購入

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（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）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者行政の正しい知識を住民に広く周知・啓発するために啓発物資を配布し、被害防止に努める。

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）

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

相談員数人 平成25年度末予定 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

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 平成25年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

20年度差 -                千円 前年度差 -                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）対象外経費

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 -                  千円

②研修参加支援

平成25年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      

千円

千円

-                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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 660              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 660            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費



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 和歌山県 市町村名 由良町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303836 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

消費者啓発講座の開催、啓発物品配布 300              300                  啓発講座の講師委託料、啓発物資等の購入

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

300              300                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 消費者教育・啓発のための講座（月1回・全12回）、啓発物資の購入配布。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 2                  

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 300            

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 300              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -2              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 印南町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303909 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

157              78                    

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）

相談業務の委託料（専門相談員１名・月１回）

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）

町内全戸への啓発シール配布、啓発講座の開催 369              369                  啓発物資の購入、講師謝金及び旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による消費者生活相談

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

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

526              447                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 悪質被害や多重債務等の未然防止を図るため、家庭への啓発用シール（3,300部）を全戸配布する。啓発講座の開催(１回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門の 消費生活相談員による出張相談会を継続する（委託・１名・月１回・１回３時間）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      36                         

1      157                       



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

平成2４年度の消費者行政予算 708              千円

平成20年度の消費者行政予算 38                

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 589            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 119            千円

平成2５年度の消費者行政予算 526              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 447            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 78                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 79              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-40            千円

相談員総数 1      

20年度差 41              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 みなべ町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303917 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

60                30                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者相談窓口職員の研修会参加支援 26                26                    研修旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員委託料

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

消費者向け啓発講座に開催 100              100                  講師派遣委託

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員による消費者相談窓口の充実

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

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

186              156                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者相談担当職員の研修会参加（１名１回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者向けに啓発講座（３回程度）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 専門相談員１名による相談を実施（年3回）

（強化） 専門相談員１名による相談を隔月１回実施　

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      9                          

1      30                         



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

平成2４年度の消費者行政予算 977              千円

平成20年度の消費者行政予算 60                

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 917            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円

平成2５年度の消費者行政予算 186              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 156            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 30                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-30            千円

相談員総数 1      

20年度差 -30            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 日高川町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

303925 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

啓発物資等の配布 476              475                  啓発物資の配布

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

476              475                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者行政の正しい知識を広く効率的に周知・啓発するため住民に啓発物資を配布し、被害防止に努める。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 967              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 967            

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 476              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 475            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

1                千円

相談員総数 -      

20年度差 1                

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 上富田町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

304042 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

消費者被害防止のための啓発 1,000            1,000               啓発物品の購入及び配布経費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

1,000            1,000               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 被害の未然防止を図るため、啓発物品を作成し街頭及びイベント等で配布する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 1,251            千円

平成20年度の消費者行政予算 251              

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 1,000          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 251            千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,251            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 251            千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 すさみ町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

304069 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

　講座開催。啓発冊子購入。
　（消費者意識の向上・見守り体制の充実等）

241              240                  講師謝金・旅費、啓発物品購入料

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

241              240                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） 　なし。

（強化）
　啓発冊子購入、啓発講座の実施（消費者意識の向上・啓発）、高齢者の見守り体制の充実。地域包括支援センター等との連携体
制の強化。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 488              千円

平成20年度の消費者行政予算 11                

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 488            

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 241              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 240            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

1                千円

相談員総数 -      

20年度差 -10            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 那智勝浦町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

304212 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

啓発用リーフレット作成、配布・出前講座 366              366                  啓発用リーフレット印刷経費・出前講座講師派遣代

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

366              366                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 啓発用リーフレット作成し全戸配布・出前講座実施

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 443              千円

平成20年度の消費者行政予算 34                

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 417            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 26              千円

平成2５年度の消費者行政予算 366              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 366            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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-26            千円

相談員総数 -      

20年度差 -34            

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 太地町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

304221 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の研修支援（消費生活相談関係） 20                20                    消費者行政活性化のための研修会等参加旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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（パンフレット作成） 80                80                    消費者被害防止啓発用パンフレット作成（全世帯配布）経費

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

100              100                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 職員研修参加支援（1名×２回）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 消費者被害防止啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 141              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 100            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 41              千円

平成2５年度の消費者行政予算 141              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 41              千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 41              

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

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）

都道府県名 和歌山県 市町村名 串本町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

304280 平成 25 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)
を踏まえた、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る等
により消費者の安全・安心を確保するための事業

100              100                  
町内の世帯に一部ずつ啓発チラシを配布するための作成経
費。
（A4両面刷り、計9000部）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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）

100              100                  

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 町内全世帯へ啓発パンフレットの配布（A4両面刷り、計9000部）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成2４年度の消費者行政予算 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 -                

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 100              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

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

平成25年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 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 平成25年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

③就労環境の向上


