
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）

合計 - 53,189           24,958              -

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

消費者教育の周知や事業者、団体等による消費者教育
に関する活動への支援等

10,965           10,965              
消費者教育サポーター登録ステッカー作成費、消費者教育推
進カレンダー作成費

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

交付金を活用する事業は実施しない 2,181            -                      

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）

町内自治会へ回覧板を配布し、消費者被害の防止を図
る

3,394            3,300                町内自治会回覧板作成費

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） 相談員及び職員の研修参加支援 201               116                   研修参加旅費、受講料負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員による相談体制整備 35,714           9,943                
消費生活相談員に係る報酬、共済費（２名）、
統括消費生活相談員報酬、共済費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
行政職員及び相談員を対象とした消費者教育の担い手
養成研修開催

705               634                   消費者教育の担い手養成研修開催

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 交付金を活用する事業は実施しない 29                 -                      

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 千葉市 自治体コード 121002 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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） 消費者教育推進サポーター登録ステッカー作成、消費者教育推進カレンダー作成

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 啓発冊子、図書等の購入、ＦＭ放送（12回、Ｈ24で廃止）、フルカラービジョン（30日、Ｈ24で廃止）

（強化） なし

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

（既存） なし

（強化） 町内自治会回覧板作成

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）
（既存） 国、県等開催の研修参加旅費・負担金を延べ6人支援

（強化） 国、県等開催の研修参加旅費・負担金支援により14人に拡充

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員4日勤務6人

（強化） 消費生活相談員４日勤務を2人、統括消費生活相談員1名配置

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） 相談員研修を年6回開催

（強化） 消費者教育の担い手養成研修の開催（行政職員向け・相談員向け各1回開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談支援機器等の整備、公共交通機関を活用した広報、地域情報誌への広告掲載

（強化） なし

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 2,646          千円うち交付金相当分対象外経費 91,831         千円 20年度差 -17,809       千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 9,943            千円

今年度の消費者行政予算 116,789         千円

うち交付金相当分対象経費 24,958         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 89,185         千円

うち交付金相当分対象経費 24,068         千円

千円

前年度の消費者行政予算 113,253         千円

対象人員数計 追加的総費用

3       9,943                      

平成20年度の消費者行政予算 109,640         

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       4,410                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国、県等が開催する研修参加支援の拡充

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 統括消費生活相談員の設置に伴い、当該消費生活相談員の報酬額の増

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 11    人 今年度末予定 相談員数 11    人

11    人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 11    人 今年度末予定 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）

合計 - 1,280            1,220                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者教育の充実・消費者被害未然防止 940               940                   講師謝礼等、消費者啓発用品購入費等

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 221               161                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談機能強化 119               119                   報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 銚子市 自治体コード 122025 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者教育推進のため、講演会を開催。出前講座等使用パンフレット（若者向け・高齢者向け）等購入費。

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

（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） 研修会は1人年2回まで、宿泊研修は、隔年で3人のうち1人のみ1回参加可能。

（強化） 研修回数を既存より1人あたり年2回増。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の勤務日数の拡大

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 10               千円うち交付金相当分対象外経費 2,749          千円 20年度差 -1,071         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 119               千円

今年度の消費者行政予算 3,969            千円

うち交付金相当分対象経費 1,220          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,739          千円

うち交付金相当分対象経費 2,208          千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,947            千円

対象人員数計 追加的総費用

3       119                        

平成20年度の消費者行政予算 3,820            

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       84                          

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国・県、各種団体が開催する研修会参加のための旅費と研修費を支援。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 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）

合計 - 974               874                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発用リーフレット等作成して、情報提供する 764               664                   リーフレット等啓発用品の購入費

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

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） 消費生活相談員研修会の開催 210               210                   弁護士への講師謝礼金

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）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 市川市 自治体コード 122033 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化） リーレット等の啓発グッズを作成し、消費者の安心、安全を確保する。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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） 平成２６年度も活性化基金を活用して、弁護士による相談員の研修会を開催する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 3,172          千円うち交付金相当分対象外経費 23,455         千円 20年度差 1,897          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 24,329           千円

うち交付金相当分対象経費 874             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 20,283         千円

うち交付金相当分対象経費 676             千円

千円

前年度の消費者行政予算 20,959           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 21,558           

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 積極的に研修に参加できるように支援していく

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の賃金の向上に努める

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6      人 今年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6      人 今年度末予定 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）

合計 - 8,880            8,880                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための啓発・家計相談会の実施 974               974                   
啓発物品等の作成・購入配布、相談員（フィナンシャルプラン
ナー）報償金

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
出張相談実施に伴う相談員１名の追加配置、また小・中
学校向けの消費者教育の充実と相談員の指導・養成をは
かるために専門相談員2名の配置

7,155            7,155                相談員報酬・通勤手当・社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの周知 151               151                   消費生活センター案内リーフレット作成配布

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 相談業務中にオンタイムでの助言を弁護士１名に依頼 600               600                   弁護士報償金

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 船橋市 自治体コード 122041 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）
クリアファイル作成・悪質セールスお断りシール印刷・アンケート消耗品・専門家による家計相談会を開催し、相談員との事例研究を実施
（月１回）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）
啓発強化及び出張相談実施に伴う相談員１名の追加配置、また小・中学生向けの消費者教育の充実と相談員の指導・養成を図るため
に専門相談員２名の配置

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費生活センター案内リーフレットを7,000部作成

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） 相談業務中にオンタイムでの助言を弁護士１名に依頼（月５万×１２か月）

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,166         千円うち交付金相当分対象外経費 30,921         千円 20年度差 2,441          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 7,155            千円

今年度の消費者行政予算 39,801           千円

うち交付金相当分対象経費 8,880          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 32,087         千円

うち交付金相当分対象経費 4,886          千円

千円

前年度の消費者行政予算 36,973           千円

対象人員数計 追加的総費用

3       7,155                      

平成20年度の消費者行政予算 28,480           

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       3,240                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 相談員の指導・養成を図るため、専門相談員を配置

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 　 

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 12    人 今年度末予定 相談員数 11    人

11    人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 12    人 今年度末予定 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）

合計 - 2,304            1,545                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口の機能強化 2,304            1,545                賃金

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 館山市 自治体コード 122050 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 非常勤職員によるＰＩＯ-NETシステム入力の迅速化、情報収集の時間の確保、データ処理・整理

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 14               千円うち交付金相当分対象外経費 759             千円 20年度差 -326           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,545            千円

今年度の消費者行政予算 2,304            千円

うち交付金相当分対象経費 1,545          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象外経費 745             千円

うち交付金相当分対象経費 1,563          千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,308            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,545                      

平成20年度の消費者行政予算 1,085            

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       1,767                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 賃金８７４円から８８３円。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 7,054            7,042                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発資料の作成、消費生活講座の開催
小学生への出前講座教材作成

1,492            1,492                
印刷費、新聞折込手数料、講座講師謝礼
小学生の啓発のための教材費

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

消費者教育支援に携わる人材の育成及び活用 46                 46                    ボランティア保険、教材費、研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等研修参加支援 138               138                   研修旅費、研修費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の確保のため補助員の配置、社会保障の整備 5,218            5,206                相談員報酬、通勤旅費、相談員社会保険加入

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）
専門的な相談に対応するため、弁護士との事例研究会の
実施

160               160                   事例研究会弁護士報酬

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 木更津市 自治体コード 122068 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）
啓発活動は、くらしの豆知識の名入れ印刷・配布
無料の講師による消費生活講座の実施

（強化）
啓発用のﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、広報紙への折込による配布
専門講師による消費生活講座の実施

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

（既存） なし

（強化） 消費者教育を支援する人材の育成及び活用（消費者教育サポーター）　

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センターで実施する研修に参加

（強化） 国民生活センターで実施する研修に参加　（新たに相談業務に従事するため基礎講座及びカード作成研修への参加）　

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 将来的にも相談員を確保できるように、相談員の人数を拡大し、安定した相談体制をつくる

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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） 専門的な相談については、県センターへの問合せの上対応

（強化） 専門的な相談に対応するため、弁護士との事例研究会を年8回実施

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -155           千円うち交付金相当分対象外経費 3,117          千円 20年度差 -483           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 5,206            千円

今年度の消費者行政予算 10,159           千円

うち交付金相当分対象経費 7,042          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 3,272          千円

うち交付金相当分対象経費 4,504          千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,776            千円

対象人員数計 追加的総費用

4       4,656                      

平成20年度の消費者行政予算 3,600            

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）

4       3,562                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 将来的に相談体制の維持ができるように、相談補助員を雇用

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センターで実施する研修に対する旅費の支援

③就労環境の向上 ○ 社会保障の整備

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 20,080           6,958                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者啓発事業及びセンター啓発事業 3,812            3,342                
高齢者、大学生、高校生及び中学生向けパンフレット、悪質商
法対策カレンダー及びセンター啓発物

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
相談員賃金の引き上げ、社会保険加入及び交通費を支
給する

15,208           2,921                相談員賃金の引き上げ分、社会保険事業者負担分及び交通費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
流通食品及び飲料水（井戸水を含む）の放射能測定を実
施する

540               175                   放射能測定器校正費、事業用消耗品

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）
相談スペースと情報提供スペースの改善、インターネット
による情報収集のための環境整備を行う

520               520                   パソコン、プリンター、インターネット接続費用等

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 松戸市 自治体コード 122076 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 大学生、高校生やシルバー教室の受講者へそれぞれに合わせたパンフレットを配布

（強化） 中学生向けパンフレットを追加。センター名入りクリアファイルや啓発物により一層の周知の強化を図る

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員月額報酬165,900円、雇用保険加入

（強化） 相談員月額賃金を178,500円に引き上げ、社会保険に加入し、交通費を支給する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 市民の不安払拭のため、市民が持ち込む流通食品及び飲料水（井戸水を含む）の放射能測定を実施する

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談スペースと情報提供スペースを分離

（強化） 各スペース改善、インターネットによる情報収集のための環境整備を行い相談機能を向上させる

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,487         千円うち交付金相当分対象外経費 17,095         千円 20年度差 -851           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,921            千円

今年度の消費者行政予算 24,053           千円

うち交付金相当分対象経費 6,958          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 18,582         千円

うち交付金相当分対象経費 7,073          千円

千円

前年度の消費者行政予算 25,655           千円

対象人員数計 追加的総費用

6       2,921                      

平成20年度の消費者行政予算 17,946           

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       105                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 各種研修会等への積極的は派遣

③就労環境の向上 ○ センター内の整備（インターネットの活用等）

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 交通費の支給、夏期休暇の付与

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定 相談員数 -      人

6      人

相談員数 6      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 6      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6      人 今年度末予定 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）

合計 - 5,993            3,012                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発用のリーフレット等購入 801               801                   
カレンダー550,800円、リーフレット42,228円、パネル64,800円
DVD142,560円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活センター窓口体制整備 4,554            1,575                消費生活相談員の報酬、費用弁償、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） センター相談体制強化 594               593                   センター事務用品購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士への相談体制 44                 43                    弁護士への講師謝金

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 野田市 自治体コード 122084 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者教育啓発資料として名入りリーフレット等を作成。出前講座用DVD購入。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） １日１人体制から２人体制（週３日）にし、相談窓口の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） １日１人体制から２人体制（週３日）にするにあたり、椅子等を購入して相談体制を整え、強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 相談員が弁護士に直接相談できる体制を創設。

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -2,015         千円うち交付金相当分対象外経費 2,981          千円 20年度差 -1,481         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,283            千円

今年度の消費者行政予算 5,993            千円

うち交付金相当分対象経費 3,012          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 4,996          千円

うち交付金相当分対象経費 588             千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,584            千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,283                      

平成20年度の消費者行政予算 4,462            

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       715                        

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 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）

合計 - 4,589            3,046                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための講演会、啓発物資を配布して
啓発活動を行う

598               395                   
消費生活支援講座講師謝礼、消費者被害防止のための啓発
物資

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）
研修員の研修参加により、高度化する社会に対応した相
談業務の充実を図る

67                 59                    旅費、研修参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の処遇改善を図る 3,834            2,502                報酬費、職員手当、共済費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
相談員に対して、弁護士を活用し専門的なアドバイス等
を受けて相談業務の充実強化を図る

90                 90                    アドバイザー弁護士謝礼

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 茂原市 自治体コード 122106 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -3,046         千円うち交付金相当分対象外経費 -3,046         千円 20年度差 -3,046         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 千円

うち交付金相当分対象経費 3,046          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

前年度の消費者行政予算 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,521            1,504                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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） 消費生活相談員を１名増員 1,308            1,308                報酬１名分

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） 相談員の研修等への参加支援 33                 16                    旅費、受講料

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士による相談員への勉強会の開催 180               180                   講師謝礼

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 成田市 自治体コード 122114 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（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） ４名の消費生活相談員が研修会等に参加

（強化） 増員した消費生活相談員に対して研修会等に参加するため、旅費・受講料を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） ４名の消費生活相談員で消費生活センター業務を担当

（強化） 平成２１年４月１日より消費生活相談員を１名増員

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を対象とした弁護士による勉強会を開催

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -11             千円うち交付金相当分対象外経費 8,962          千円 20年度差 -569           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,308            千円

今年度の消費者行政予算 10,466           千円

うち交付金相当分対象経費 1,504          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 8,973          千円

うち交付金相当分対象経費 1,525          千円

千円

前年度の消費者行政予算 10,498           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,308                      

平成20年度の消費者行政予算 9,531            

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       852                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 消費生活相談員を４名から５名に増員

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 増員した消費生活相談員を研修会等に参加

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人 今年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5      人 今年度末予定 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）

合計 - 300               300                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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） 専門家による消費生活相談員研修 180               180                   研修開催に必要な講師謝金

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）

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） 弁護士による専門的知識を活用し、相談員の対応力を強化 120               120                   専門的知識を有する者を活用するために必要な謝金

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 佐倉市 自治体コード 122122 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（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） 専門家による相談員研修

（強化） 専門家による消費生活相談員研修

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 弁護士による専門的知識を活用

（強化） 弁護士による専門的知識を活用し、相談員の対応力を強化

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -176           千円うち交付金相当分対象外経費 11,721         千円 20年度差 -2,661         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 12,021           千円

うち交付金相当分対象経費 300             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 11,897         千円

うち交付金相当分対象経費 300             千円

千円

前年度の消費者行政予算 12,197           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 14,382           

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

6      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6      人 今年度末予定 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）

合計 - 977               977                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費生活に関する知識の普及に向けた講演会を開催する 120               120                   講師謝礼

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 相談日を週４日に拡充する 621               621                   報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の整備及び充実を図る 236               236                   消費生活センターの備品及び消耗品購入代、通信運搬費

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 東金市 自治体コード 122131 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費生活関係の専門家を講師に招き、地域住民に消費知識の普及を図る

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名により毎月第２・第４水曜日相談実施

（強化） 相談日を週４日に拡大

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活センターの設置に伴い事務用機器及び案内看板等の購入、インターネット環境の整備

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 410             千円うち交付金相当分対象外経費 757             千円 20年度差 526             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 621               千円

今年度の消費者行政予算 1,734            千円

うち交付金相当分対象経費 977             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 347             千円

うち交付金相当分対象経費 319             千円

千円

前年度の消費者行政予算 666               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       621                        

平成20年度の消費者行政予算 231               

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       388                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 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）

合計 - 5,420            5,112                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

多重債務問題対策のための相談会、教職員向け研修会
の開催

264               264                   弁護士等謝礼、講師謝礼

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） 相談員・職員の研修参加 160               160                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員増員に係る経費、報酬引き上げ（H24～） 4,636            4,328                報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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） 弁護士による相談員・担当職員の研修会開催 360               360                   講師謝礼

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 旭市 自治体コード 122157 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 多重債務相談会の開催（弁護士と福祉の専門家による相談会２回・夜間多重債務相談会3回）

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）

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1名の研修旅費・担当職員の国民生活センターの研修参加（年1回）

（強化） 増員した相談員4名分の研修旅費を増額（4名で27回増）・担当職員の国民生活センターの研修参加（年2回）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名・1人体制

（強化） 相談員5名とし、全相談日を複数体制とする

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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） なし

（強化） 弁護士による相談員・担当職員の研修会開催（年12回）

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,381         千円うち交付金相当分対象外経費 3,001          千円 20年度差 1,468          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 4,328            千円

今年度の消費者行政予算 8,113            千円

うち交付金相当分対象経費 5,112          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 4,382          千円

うち交付金相当分対象経費 8,016          千円

千円

前年度の消費者行政予算 12,398           千円

対象人員数計 追加的総費用

5       4,328                      

平成20年度の消費者行政予算 1,533            

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）

4       2,796                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費の増額

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人 今年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5      人 今年度末予定 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）

合計 - 10,728           10,728              -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害を未然に防止するため消費者教育担い手を
育成する事業、かしこい消費者になるための消費者教育
啓発に関する事業、消費生活センター窓口周知のための
事業。

532               532                   

消費者教育啓発に係るパネルなどの作成費、オリジナルリーフ
レット・冊子・チラシ印刷代、消費者問題に関する情報提供など
を行う事業費、センター周知のための路線バス車内アナウンス
広告料など。

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

消費者団体等と共に様々な消費者問題等への消費者啓
発、情報提供を行う事業。

50                 50                    
消費者啓発事業を行うための経費、調査費、講座の開催に係る
経費、講師謝礼、資料作成費、印刷代

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員のレベルアップの他消費者教育の担い手を育成
するための研修参加を支援する。

68                 68                    実務研修参加に伴う旅費及び研修参加負担金、受講料など。

⑧消費生活相談体制整備事業

相談体制を常時３人～４人体制とし、相談時間を昼休み
まで拡大、即時の対応とあっせんを行う。放射能等検査
窓口の他相談受付窓口を担当する臨時職員を増員し窓
口の充実を図る。

6,871            6,871                

相談員の賃金（時間給）のアップ分及び勤務日数の増（1人4日
～5日の増/月）分、時間外勤務手当及び通勤手当の増分、週4
日勤務による保険料等（健康保険・厚生年金・児童手当拠出
金・雇用保険料）事業主負担分。放射性物質検査受付窓口業
務や相談窓口等を行う臨時職員１名の賃金など。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

食の安心安全を確保するため持込み食品等に含まれる
放射性物質を検査する専用窓口を設置。検査を外部機
関へ委託、検査結果を公表、内部被ばくへの不安を払拭
する。

3,059            3,059                

食品等放射性物質検査に係る経費、食品等の検査費用（精細
検査を含む）、検査機器のメンテナンス費用等、検査受付専用
電話使用料、検査検体の購入費など検査に必要な物品の購入
費

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）
相談時間の延長のため相談窓口及び相談室の安全を確
保するなどの環境整備を図る。

20                 20                    
相談窓口及び相談室の安全確保などに必要な物品の購入や
相談時間延長による相談室の環境整備に係る経費。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
専門的知識を有する者から勉強会を通じ直接指導を受け
ることで相談窓口の高度化や強化を図る。

128               128                   相談員及び職員勉強会に係る講師謝礼（含む交通費）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 習志野市 自治体コード 122165 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 悪質商法等の小冊子を購入し、出前講座等での配布や市内施設等の窓口に設置し、消費者被害防止に活用する。

（強化）
消費者被害未然防止のために消費者教育の担い手を育成する事業、かしこい消費者になるための消費者教育啓発に関する事業、消
費生活センター窓口周知のために行う事業。消費者問題を広く情報提供するための事業。

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） なし

（強化） 消費者団体等と共に食の安心安全の確保のための市民講座等を開催、様々な消費者問題への消費者教育啓発事業を行う。

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） 専門的な研修を受けることで高度な知識を習得し、消費者教育の担い手育成講座の講師専用研修の受講を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化）
相談体制を常時３人から４人体制へと強化し、相談時間を昼休みまで拡大、即時の対応とあっせんを行う。放射能等検査窓口・相談受
付窓口を担当する臨時職員を増員し相談窓口の充実を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 市民が持ち込む食品等放射性物質検査を実施、ＨＰにて検査結果を公表し、不安を払拭する。

（強化） 市民が持ち込む食品等放射性物質検査を実施、ＨＰにて検査結果を公表し、不安を払拭する。事業の周知を徹底する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談業務の安全性を確保するために相談環境を整備する。執務参考資料を購入し相談業務を強化する。

（強化） 相談時間を昼の時間帯まで延長するために相談室や執務室の環境を整備する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 多様化複雑化する相談業務に対応するため弁護士等の専門的知識を有する者を勉強会に招き直接指導を受ける。

（強化） 多様化複雑化する相談業務に対応するため弁護士や様々な専門的知識を有する者を勉強会に招き直接指導を受ける。

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -8,298         千円うち交付金相当分対象外経費 5,900          千円 20年度差 -477           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 16,628           千円

うち交付金相当分対象経費 10,728         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 14,198         千円

うち交付金相当分対象経費 8,239          千円

千円

前年度の消費者行政予算 22,437           千円

対象人員数計 追加的総費用

5       6,871                      

平成20年度の消費者行政予算 6,377            

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       3,020                      

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 週４日勤務によりＰＩＯ―ＮＥＴへの入力等の事務負担が軽減された。

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 消費者教育担い手養成講座講師研修への参加を支援する

③就労環境の向上 ○ 相談時間拡大に伴い相談室及び執務室の環境整備を行う

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ｈ２５年度に報酬をアップした賃金単価及び社会保険適用等を維持

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,462            1,282                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

多重債務（消費者問題を含む）無料法律相談会の実施 300               120                   報償費

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

地域との連携の強化，関係団体との連携の強化 1,162            1,162                報償費，需用費，会場使用料

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）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 柏市 自治体コード 122173 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 多重債務無料法律相談会（柏市単独開催分）を年６回開催

（強化） 多重債務（消費者問題を含む）無料法律相談会（柏市単独開催分）の開催回数を４回増やし，年10回開催

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

（既存） なし

（強化）
本市独自の消費生活コーディネーターが地域との連携を図り，活動の幅を広げ消費者問題の解決を図る。
関係団体との連携を緊密にすることによって，消費者問題の解決を図る。

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）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -15,557       千円うち交付金相当分対象外経費 46,225         千円 20年度差 -8,090         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 -                  千円

今年度の消費者行政予算 47,507           千円

うち交付金相当分対象経費 1,282          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 61,782         千円

うち交付金相当分対象経費（作成時点） 3,143          千円

千円

前年度の消費者行政予算(作成時点) 64,925           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 54,315           

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 消費生活相談員が研修に参加するときに発生する研修当日の相談業務の従事人数が減少することへの負担の軽減（シフトの柔軟性）を図る。

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 8      人 今年度末予定 相談員数 9      人

9      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 8      人 今年度末予定 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）

合計 - 3,828            3,440                -

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

消費生活センターの認知度を高め、「消費者問題の被害
を防ぐ」・「被害を 小限に抑える」ことを目的に周知を行
う

450               450                   消耗品費、印刷製本費

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

若者や高齢者など、限定した年代の被害防止に対応する
ための教材等を作成し、中学校・市民大学等で活用する

480               480                   消耗品費、印刷製本費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修等への参加を支援する 118               30                    研修負担金、旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬を増加し、処遇の改善を行なった。 2,300            2,000                
H20：7,900円⇒現在：10,540円　報酬増による差額分及び、そ
れに伴う社会保険料等の事業者負担分増加分

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）
困難事例に関して、専門家を活用しての相談及び事例検
討を実施

480               480                   専門家（弁護士）への報償

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 市原市 自治体コード 122190 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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） 消費生活センター周知パンフレット作成・配布

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 高齢者向け悪質商法注意喚起パンフレット、若者向け小冊子作成・配布、啓発グッズ等購入配布

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

（既存）

（強化）

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） 既存の研修：国民生活センター相談員研修年4回・国民生活センター研修負担金4回

（強化）
既存の研修に追加し、国民生活センター相談員研修（4回）・国民生活センター研修負担金、その他主催の消費生活相談員研修会に2
回以上参加する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員報酬日額7,900円

（強化） 相談員報酬日額10,540円に増額

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士相談事業（事例研究会）年６回　・　（電話アドバイス１回あたり３０分）月３回。（随時実施）

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -244           千円うち交付金相当分対象外経費 10,340         千円 20年度差 -2,516         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,000            千円

今年度の消費者行政予算 13,780           千円

うち交付金相当分対象経費 3,440          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 10,584         千円

うち交付金相当分対象経費 3,410          千円

千円

前年度の消費者行政予算 13,994           千円

対象人員数計 追加的総費用

4       2,000                      

平成20年度の消費者行政予算 12,856           

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）

4       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○
相談員の研修の増（国セン研修４回を４回増し８回とする）その他主催の消費生活相談
員研修に2回以上参加する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
相談員報酬を引き続き日額10,540円とする
（平成20年度は日額7,900円）

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 6,803            6,803                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者啓発講座事業の充実 480               480                   啓発資材印刷費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修受講 12                 12                    旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 基金開始前から相談員1名増員、報酬引き上げ 5,357            5,357                報酬・社会保険料

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） 弁護士を講師にした相談員の研修会 180               180                   報償費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 消費者の持ち込んだ食品の放射性物質検査 195               195                   放射性物質検査機器のメンテナンス費用

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） 多重債務相談機能の整備・強化 579               579                   看板等の体制整備

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 流山市 自治体コード 122203 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 悪質商法撃退カレンダー、高齢者被害防止リーフレット等の消費者啓発資材の配布

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

（既存）

（強化）

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） 相談員研修2名分

（強化） 相談員研修6名分

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員5名雇用3人体制

（強化） 相談員1名増員、5名中3名の勤務日を増やす、相談員全員の報酬額向上

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 弁護士を講師にした研修会

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） 消費者の持ち込んだ食品等の放射性物質検査

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 多重債務相談機能強化に向け看板等の設置

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 176             千円うち交付金相当分対象外経費 9,522          千円 20年度差 1,802          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 5,357            千円

今年度の消費者行政予算 16,325           千円

うち交付金相当分対象経費 6,803          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 9,346          千円

うち交付金相当分対象経費 7,668          千円

千円

前年度の消費者行政予算 17,014           千円

対象人員数計 追加的総費用

6       5,357                      

平成20年度の消費者行政予算 7,720            

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       864                        

対象人員数
（報酬引上げ）

6       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員全員の国民生活センター研修及び専門研修参加

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6      人 今年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,533            1,533                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修受講支援 51                 51                    ①費用弁償　３８，０００円　　②負担金　１３，０００円

⑧消費生活相談体制整備事業 人的体制の充実 1,260            1,260                ①臨時職員　１，２６０，０００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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 消費生活センターの一層の強化を図る 222               222                   ①消耗品　４９，０００円　　②手数料　１７３，０００円

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 八千代市 自治体コード 122211 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（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） 消費生活相談員の知識向上を図るための研修参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品の放射性物質検査実施に伴う臨時職員を雇用することにより人的体制を確保する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査機器を配備し、消費者の安心・安全を強化する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -127           千円うち交付金相当分対象外経費 5,466          千円 20年度差 -92             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,260            千円

今年度の消費者行政予算 6,999            千円

うち交付金相当分対象経費 1,533          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,593          千円

うち交付金相当分対象経費 1,271          千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,864            千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,260                      

平成20年度の消費者行政予算 5,558            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,338                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 悪徳商法に対処するための研修参加への強化。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

4      人

相談員数 4      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 20,999           11,198              -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓蒙力の強化 1,680            1,680                啓蒙用パンフレット等の作成

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

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 相談体制の強化 15,598           5,797                相談員の処遇改善、相談時間延長に伴う人件費等

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） 弁護士を招いての困難事例研究 60                 60                    弁護士謝礼

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品等の放射性物質検査 3,661            3,661                市民が持込む食品等の放射性物質検査業務委託料

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 我孫子市 自治体コード 122220 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 啓蒙用パンフレット等の作成・配布

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談時間午前10時から午後４時

（強化） 相談時間午前10時から午後６時に延長、第２・４土曜日の相談窓口開設

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 弁護士を招いての困難事例検討会

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -149           千円うち交付金相当分対象外経費 10,751         千円 20年度差 2,212          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 5,797            千円

今年度の消費者行政予算 21,949           千円

うち交付金相当分対象経費 11,198         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 10,900         千円

うち交付金相当分対象経費 10,917         千円

千円

前年度の消費者行政予算 21,817           千円

対象人員数計 追加的総費用

7,097                      

平成20年度の消費者行政予算 8,539            

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）

1,374                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修への積極的参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 社会保険料の負担ほか

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

4      人

相談員数 4      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 5,507            3,016                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

教育・啓発用冊子、グッズ購入 287               238                   教育・啓発に係るパンフレット等購入費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 298               120                   研修負担金、旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬、非常勤職員賃金 2,370            2,370                相談員報酬、非常勤職員賃金・交通費・雇用保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品等放射性物質検査 2,552            288                   放射性物質検査機器校正、検査用消耗品費、精密検査費

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 鎌ケ谷市 自治体コード 122246 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 教育・啓発用冊子購入、消費生活展開催、くらしの講座開催

（強化） 教育・啓発用チラシ購入、パンフレット等購入、くらしの講座開催

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

（既存）

（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） 相談員の消費者行政に係る研修会参加費用

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口を週２日開設

（強化） 相談窓口を週５日開設

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品等放射性物質検査機器点検、検査用消耗品購入費用、食品等放射性物質検査モデル事業精密検査

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 195             千円うち交付金相当分対象外経費 3,823          千円 20年度差 2,747          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,370            千円

今年度の消費者行政予算 6,839            千円

うち交付金相当分対象経費 3,016          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,628          千円

うち交付金相当分対象経費 2,760          千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,388            千円

対象人員数計 追加的総費用

4       2,370                      

平成20年度の消費者行政予算 1,076            

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）

4       1,970                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修会参加に係る報酬、旅費、負担金の支給

③就労環境の向上 ○ 相談窓口用参考資料及び事務用備品購入

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人 今年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5      人 今年度末予定 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）

合計 - 2,682            1,689                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

専門知識を有する講師による講座を開催、啓発用冊子・
シールを配布する

705               679                   消費者啓発講座講師謝金、啓発用冊子・シール作成

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

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）
消費生活相談員のレベルアップを図るために研修に参加
することを支援をする

17                 17                    研修参加のための費用弁償・参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
平成23年度消費生活センター開設に伴い相談員1名分
増員

1,960            993                   消費生活相談員報酬、費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 君津市 自治体コード 122254 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 悪質商法による被害防止、啓発強化にかかる講師謝礼・講演会開催のための手数料・啓発冊子、シール作成する

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政にかかる研修に参加

（強化） 相談の高度化、複雑化に対応するための研修に参加支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1名体制

（強化） 平成23年度消費生活センター開設に伴い1名増員

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -53             千円うち交付金相当分対象外経費 1,083          千円 20年度差 884             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 993               千円

今年度の消費者行政予算 2,772            千円

うち交付金相当分対象経費 1,689          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 1,136          千円

うち交付金相当分対象経費 1,632          千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,768            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       933                        

平成20年度の消費者行政予算 199               

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       600                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

4      人

相談員数 2      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 484               484                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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 相談員の勤務時間及び勤務日数の拡大 484               484                   相談員の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 富津市 自治体コード 122262 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日、毎週火曜日・金曜日

（強化） 相談日数の維持、ＰＩＯ－ＮＥＴへの入力期間の短縮

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -620           千円うち交付金相当分対象外経費 587             千円 20年度差 -128           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 484               千円

今年度の消費者行政予算 1,071            千円

うち交付金相当分対象経費 484             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,207          千円

うち交付金相当分対象経費 494             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,701            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       484                        

平成20年度の消費者行政予算 715               

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       270                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県消費者センター主催研修会への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 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）

合計 - 757               380                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

692               315                   消耗品購入費

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

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）

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 相談員専用弁護士相談（月1回、30分） 65                 65                    報償品費

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 浦安市 自治体コード 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化） 消費者被害を未然に防止するため、啓発用パンフレットを購入し消費者の安全・安心を確保する

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） H22から基金により実施：相談員専用弁護士相談（月1回、30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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -533           千円うち交付金相当分対象外経費 19,500         千円 20年度差 -3,020         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算　 19,880           千円

うち交付金相当分対象経費 380             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 20,033         千円

うち交付金相当分対象経費 47               千円

千円

前年度の消費者行政予算　 20,080           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 22,520           

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人 今年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5      人 今年度末予定 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）

合計 - 480               480                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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）

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
毎月1回弁護士を依頼及び事例に応じたアドバイス体制
の確保

480               480                   弁護士謝金

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 四街道市 自治体コード 122289 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門知識を有する弁護士が月に1回センターへ来所、また事例に応じて随時電話等で、相談員に向けてのアドバイスを実施。

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 1,792          千円うち交付金相当分対象外経費 15,016         千円 20年度差 7,573          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 15,496           千円

うち交付金相当分対象経費 480             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 13,224         千円

うち交付金相当分対象経費 480             千円

千円

前年度の消費者行政予算 13,704           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 7,443            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 勤務時間を1時間延長することによって、より余裕のある相談対応体制を整える

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加を支援、多くの研修会に参加できる勤務環境を整える

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人 今年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,131            1,131                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の報酬を7,700円から10,000円に引き上
げる

621               621                   消費生活相談員（非常勤）報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの開設日を週４日から週５日に増やす 510               510                   消費生活相談員（非常勤）報酬

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 袖ケ浦市 自治体コード 122297 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員（非常勤）の報酬は日額７，７００円

（強化） 消費生活相談員（非常勤）の報酬を日額１０，０００円とする

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センターを週４日開設し相談業務を行う

（強化） 消費生活センターを週５日開設し相談業務を行う

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 642             千円うち交付金相当分対象外経費 2,936          千円 20年度差 -31             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,131            千円

今年度の消費者行政予算 4,067            千円

うち交付金相当分対象経費 1,131          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,294          千円

うち交付金相当分対象経費 700             千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,994            千円

対象人員数計 追加的総費用

2       621                        

平成20年度の消費者行政予算 2,967            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       306                        

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修参加の増

③就労環境の向上 ○ 相談員の情報共有の場として月２回打ち合わせ日を設ける

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員（非常勤）の報酬を、日額７，７００円から日額１０，０００円に増額する。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 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）

合計 - 5,120            5,120                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための啓発資料及び啓発資材の作成 1,548            1,548                
消費生活支援講座講師謝礼１１０，０００円、
啓発用消耗品１，４３８，０００円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の報酬 2,298            2,298                消費生活相談員報酬　４名分　２，２９７，５００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）

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） 参考図書の購入及びセンター案内チラシの作成・新聞折込 1,154            1,154                
参考図書２０，０００円、センター案内チラシ印刷９２０，０００円、
新聞折込２１４，０００円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活相談員の対応能力強化を目的とした弁護士等講師依頼 120               120                   弁護士等報酬　　１２０，０００円

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 八街市 自治体コード 12230 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 市民を対象に研修会を開催する。消費者被害防止のため、リーフレット等の啓発資料・啓発資材の作成、講師依頼

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談日を週３日を週４日とする。消費生活相談員を１名増員し、さらに週５日にする。消費生活相談員報酬を日額８，２００円から９，５００円に増額する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書の充実を図る

（強化） 参考図書の充実を図るとともに、案内チラシを新聞折り込みにして、センター周知を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の対応能力強化を目的とした専門家(弁護士等)の助言指導及び事例研究依頼

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -66             千円うち交付金相当分対象外経費 1,596          千円 20年度差 -121           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,298            千円

今年度の消費者行政予算 6,716            千円

うち交付金相当分対象経費 5,120          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,662          千円

うち交付金相当分対象経費 4,581          千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,243            千円

対象人員数計 追加的総費用

4       2,298                      

平成20年度の消費者行政予算 1,717            

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）

4       1,554                      

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬の増額（H22年度より　8,200円から9,500円に、1300円増額）

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 2,998            2,998                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

733               733                   広報資料・コンテンツ作成・購入費

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

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） 134               134                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 1,785            1,785                報酬、費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 346               346                   検査機器保守点検委託費、検査機材の購入

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 白井市 自治体コード 122327 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 若者向け、高齢者向け、小中学生向けの消費者教育冊子等を作成し配布する。

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）

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） 国民生活センター主催の事例講座へ年１回、１名のみの参加。

（強化） 国民生活センター主催の事例講座等へ相談員４名が複数回参加できるよう回数を増加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名により週３日の相談業務を実施。

（強化）
相談員を平成２２年度より１名増員し、相談員３名により週４日の相談業務を実施。平成２５年度中に相談員をさらに１名増員し、平成２６
年度より４名の相談員により週５日の相談業務を実施する。苦情処理のあっせんなど業務量の増加やＰＩＯ－ＮＥＴへの入力期間を短縮

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） 食品等の放射性物質検査を実施する。

（強化） 食品等の放射性物質検査を実施し、 新の状況を把握する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,223         千円うち交付金相当分対象外経費 2,701          千円 20年度差 1,097          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,785            千円

今年度の消費者行政予算 5,699            千円

うち交付金相当分対象経費 2,998          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 3,924          千円

うち交付金相当分対象経費 3,084          千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,008            千円

対象人員数計 追加的総費用

4       1,785                      

平成20年度の消費者行政予算 1,604            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       650                        

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○
国民生活センター等主催の研修参加の回数を増加することにより、相談員の能力向上
を図る。

③就労環境の向上 ○
相談員を１名増員することにより、業務量の増加による相談員の負担を緩和し、より研修
等へ参加しやすい環境を整える

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 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 2,498            2,410                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

市民への情報提供の実施 520               471                   啓発用紙の購入、啓発用テキストの購入、啓発用パンフレット作成

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

民生委員等や地域で活躍する人たちとの連携強化のた
め、意見交換等を行う

49                 49                    民生委員等へ配布する資料作成

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） 相談員等の国民生活センター研修等へ参加支援 174               135                   旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
増加する相談に対応するため、相談日の増設、相談体制
の強化

1,576            1,576                相談員報酬、費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 消費者のリスク軽減のため、食品の放射性物質検査を行う 49                 49                    放射性物質検査役務費

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） 相談対応力強化のため、法律専門家から助言を受ける 130               130                   講師謝金、講師交通費

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 富里市 自治体コード 122335 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 子ども向けの講座なし。

（強化） 子どもや高齢者を対象に、啓発リーフレットを作成・購入するなどして、講座等で活用する。

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） なし。

（強化） 民生委員等、地域で活動する人たちと連携を図ることを目的に、意見交換会等を開催する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター研修等に参加するため、２名分の旅費を予算化。

（強化） 国民生活センター研修等に参加するため、４名分の旅費を予算化。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 相談件数の増加に対応するため、相談窓口を増設し、週４日実施（H21.4～）報酬日額を千円引上げる（H22.4～）相談日を週５日に増加（H24．４～）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし。

（強化） 消費者のリスク軽減のため、農産物に対して放射性物質検査を行う。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし。

（強化） 複雑化・高度化する相談に対応するため、法律の専門家から事例や案件に対し、助言を受ける。

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -19             千円うち交付金相当分対象外経費 1,658          千円 20年度差 -12             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,576            千円

今年度の消費者行政予算 4,068            千円

うち交付金相当分対象経費 2,410          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,677          千円

うち交付金相当分対象経費 2,531          千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,208            千円

対象人員数計 追加的総費用

4       1,576                      

平成20年度の消費者行政予算 1,670            

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）

4       1,047                      

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 経験年数の短い相談員に対し、研修機会を増設し、レベルアップできるよう支援する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 2,099            1,488                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発活動等 810               810                   民生委員向け啓発冊子、市民向け啓発物資等

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加等 68                 68                    研修参加費、参加のための旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬等 1,221            610                   相談員１名の報酬及び通勤旅費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 南房総市 自治体コード 122343 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化） 消費者の問題解決力を強化するため、冊子等の配布・回覧を行う

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

（既存）

（強化）

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） 積極的に研修を受講し、レベルアップを図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 専門相談員を配置する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 334             千円うち交付金相当分対象外経費 665             千円 20年度差 665             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 610               千円

今年度の消費者行政予算 2,153            千円

うち交付金相当分対象経費 1,488          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 331             千円

うち交付金相当分対象経費 2,703          千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,034            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,221                      

平成20年度の消費者行政予算

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       720                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等で実施される研修に積極的に参加できるように支援する

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,878            1,779                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

被害者被害防止のための啓発 160               160                   印刷製本費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援 52                 52                    旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 相談時間及び日数の拡大、報酬の引上げ 1,548            1,449                相談員報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書の購入、消費生活センター窓口周知 118               118                   図書購入費、窓口周知用品購入

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 匝瑳市 自治体コード 122351 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者啓発用の冊子、ステッカー等を作成し配布。出前講座の実施、資料の作成。

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

（既存）

（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） 自費により参加

（強化） 研修参加のための旅費、受講料を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日は週１日。相談時間は、１日４時間。相談員を１名配置。

（強化） 相談日を週４日、相談時間を１日６時間に拡大し、相談員を２名に増員する（１日１名体制）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務参考図書の購入。窓口周知用品の購入。

（強化） 執務参考図書の購入。窓口周知用品の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 332             千円うち交付金相当分対象外経費 725             千円 20年度差 396             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,449            千円

今年度の消費者行政予算 2,504            千円

うち交付金相当分対象経費 1,779          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 393             千円

うち交付金相当分対象経費 579             千円

千円

前年度の消費者行政予算 972               千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,548                      

平成20年度の消費者行政予算 329               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,032                      

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、受講料を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬を日額6,000円から日額9,000円に引上げ

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,984            1,294                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害を防止するための周知、啓発 294               294                   啓発リーフレット等印刷費

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

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） 相談員及び担当職員研修参加支援 32                 32                    旅費、研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談日増加による相談体制の強化 1,658            968                   相談員報酬、通勤費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 香取市 自治体コード 122360 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 悪質商法の被害を未然に防止するための啓発リーフレット等の作成

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

（既存）

（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） 泊を伴うような研修会への参加支援なし

（強化） 相談員等のレベルアップを図るための研修会へ参加するための旅費、研修負担金の支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日週1日

（強化） 相談日を週5日（開庁日）とし、相談体制の強化を図る

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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 時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -11             千円うち交付金相当分対象外経費 1,175          千円 20年度差 630             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 2,469            千円

うち交付金相当分対象経費 1,294          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,186          千円

うち交付金相当分対象経費 1,439          千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,625            千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,658                      

平成20年度の消費者行政予算 545               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,119                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ レベルアップのための研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 通勤費の支給

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 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）

合計 - 7,293            5,381                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発用品の配布 1,353            1,353                啓発用品作成経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援 159               159                   旅費・研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 人的体制整備 5,736            3,824                報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談機能強化 45                 45                    参考図書購入経費

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 山武市 自治体コード 122378 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 成人向けパンフレットを作成・配布

（強化） 啓発用品の作成及び配布

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

（既存）

（強化）

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） 研修旅費５回支給

（強化） 研修旅費４０日支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日　月２回（毎月第２・４金曜日）　相談員１名　勤務時間５時間

（強化） 相談日　週５回（月曜日から金曜日）　相談員２名　勤務時間７時間

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書整備

（強化） 法令改正などに伴う参考図書の整備

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 187             千円うち交付金相当分対象外経費 3,852          千円 20年度差 3,644          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 3,824            千円

今年度の消費者行政予算 9,233            千円

うち交付金相当分対象経費 5,381          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,665          千円

うち交付金相当分対象経費 3,440          千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,105            千円

対象人員数計 追加的総費用

3       5,736                      

平成20年度の消費者行政予算 208               

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       3,546                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修負担金を検討

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬の向上を検討

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 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）

合計 - 483               483                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

悪質商法や、架空請求等の被害を未然に防止するため
啓発活動を強化する

483               483                   
消費者被害の未然防止を啓発するため、啓発用物品を作成し
て市民に配布する。

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

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）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 いすみ市 自治体コード 122386 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 無し

（強化） 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、啓発物品を作成・配布し消費者の安全安心を確保するための事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 72               千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 555               千円

うち交付金相当分対象経費 483             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 72               千円

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

前年度の消費者行政予算 72                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 72                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県で行われる研修に積極的に参加するようにする。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,184            1,184                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者啓発用リーフレット作成 309               309                   印刷製本費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等研修受講支援 20                 20                    普通旅費、費用弁償、研修参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日増設、相談員増員 854               854                   相談員報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書購入 1                  1                      図書購入消耗品費

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 大網白里市 自治体コード 122394 平成 26
０－③



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者啓発用リーフレットの作成

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員研修　千葉県消費者センター　年４回

（強化） 相談員研修　千葉県消費者センター　年６回＋国民生活センター１回

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日　第２・第４水曜日（月２回）、相談員２名

（強化） 相談日　毎週水曜日・金曜日（週２回）、相談員３名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務参考図書の購入

（強化） 執務参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 6                千円うち交付金相当分対象外経費 431             千円 20年度差 61               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 854               千円

今年度の消費者行政予算 1,615            千円

うち交付金相当分対象経費 1,184          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 425             千円

うち交付金相当分対象経費 1,003          千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,428            千円

対象人員数計 追加的総費用

3       854                        

平成20年度の消費者行政予算 370               

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       640                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員の質の向上を図るため、国民生活センターや県が実施する研修への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 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）

合計 - 484               288                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者問題への関心を喚起するためのミニ講座等の開
催

182               176                   周知及び喚起教材及び物品等

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）

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）
相談を適切かつ迅速に解決するために必要な専門知識
及び技法の習得・向上のための研修会参加支援

20                 19                    研修にかかる参加費（負担金）、交通費、報酬

⑧消費生活相談体制整備事業
相談日を増設し消費者被害が生じた場合に適切かつ迅
速に救済が図れるよう拡充する

282               93                    相談員の報酬及び費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 栄町 自治体コード 123293 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 相談員によるミニ講座の開催

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

（既存）

（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） 県主催の研修会に参加

（強化） 国主催（２日）の専門的研修に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日月２回

（強化） 相談日月３回

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -10             千円うち交付金相当分対象外経費 196             千円 20年度差 -66             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 93                 千円

今年度の消費者行政予算 484               千円

うち交付金相当分対象経費 288             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 206             千円

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

前年度の消費者行政予算 206               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       93                          

平成20年度の消費者行政予算 262               

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                          

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 相談日（勤務日）を拡充した事による啓発等を含めた事務等の改善

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加費支援（研修参加費、報酬、交通費等）

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 528               264                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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 臨時相談窓口の設置 528               264                   消費者行政担当者（常勤職員を除く）の配置

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 多古町 自治体コード 123471 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 弁護士を相談員として委嘱し、２５年度に引き続き毎月１回臨時相談窓口を実施し消費者問題に対応する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 88               千円うち交付金相当分対象外経費 264             千円 20年度差 264             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 264               千円

今年度の消費者行政予算 528               千円

うち交付金相当分対象経費 264             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 176             千円

うち交付金相当分対象経費 352             千円

千円

前年度の消費者行政予算 528               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       528                        

平成20年度の消費者行政予算

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       48                          

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,462            1,254                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

食品放射能測定器による安全検査。講習会の開催や、
リーフレットによる啓発などの消費者教育。

536               536                   
食品放射能測定機器の維持管理。講師謝金。啓発物資やリー
フレットの購入費。

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

「消費者被害防止のためのネットワーク作り事業」業務委
託料

500               500                   業務委託料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修等への参加支援研修等への参加支援 30                 20                    旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の設置 396               198                   相談員の報酬

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 東庄町 自治体コード 123498 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 食品放射能測定による食品の安全検査。講習会の開催や、リーフレットによる啓発などの消費者教育による事業強化。

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

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のためのネットワーク作りによる住民連携や、弁護士の相談会、出前講座等の開催による研修。

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） 県主催研修会へ参加。

（強化） 各種研修事業への参加のための旅費。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口開設に消費生活相談員を配置する。

（強化） 毎週月曜日の相談窓口開設に消費生活相談員を配置と、相談体制の機能強化。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -30             千円うち交付金相当分対象外経費 208             千円 20年度差 190             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 198               千円

今年度の消費者行政予算 1,462            千円

うち交付金相当分対象経費 1,254          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 238             千円

うち交付金相当分対象経費 5,026          千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,264            千円

対象人員数計 追加的総費用

2       396                        

平成20年度の消費者行政予算 18                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2                               264

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 2      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 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 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）

合計 - 253               168                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口の設置 253               168                   消費生活相談員への謝礼

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 九十九里町 自治体コード 124036 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 引き続き消費生活相談を委託し、高度化する問題に対応する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 85               千円 20年度差 85               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 168               千円

今年度の消費者行政予算 253               千円

うち交付金相当分対象経費 168             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 85               千円

うち交付金相当分対象経費 168             千円

千円

前年度の消費者行政予算 253               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       253                        

平成20年度の消費者行政予算

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       184                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 446               356                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための啓発 446               356                   消費者被害防止の啓発用物品作成

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

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）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 芝山町 自治体コード 124095 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止の啓発等を図る。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 26               千円うち交付金相当分対象外経費 96               千円 20年度差 39               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 452               千円

うち交付金相当分対象経費 356             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 70               千円

うち交付金相当分対象経費 394             千円

千円

前年度の消費者行政予算 464               千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 57                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,393            925                   -

⑬地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）

より複雑な案件に対応するため司法書士相談を行う 240               240                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加の支援をする 19                 19                    研修旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員による相談対応を週２回実施し、円滑な相談業務を行う 1,044            666                   相談日分人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 研修時賄費 4                  -                      

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） より快適な相談窓口になるよう更なる体制整備を図る 86                 -                      

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 横芝光町 自治体コード 124109 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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） より複雑な案件に対応するため司法書士相談を行う

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（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） 相談員及び担当職員のレベルアップのため、研修への参加を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談業務を円滑に行うため、相談員を配置する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 155             千円うち交付金相当分対象外経費 473             千円 20年度差 473             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 666               千円

今年度の消費者行政予算 1,398            千円

うち交付金相当分対象経費 925             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 318             千円

うち交付金相当分対象経費 1,485          千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,803            千円

対象人員数計 追加的総費用

3       882                        

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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       490                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,180            1,060                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者教育及び相談窓口周知のためにパンフレットやオ
リジナルグッズなどを配布する

700               700                   パンフレット、オリジナルグッズ等購入

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（司法書士）の配置 360               240                   消費生活相談委託

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 窓口整備。強化のため書籍購入、加除を実施 120               120                   書籍購入。加除

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 一宮町 自治体コード 124214 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者教育や相談窓口の周知のためにパンフレット等の配布を実施

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 引き続き消費生活相談を委託し、高度化する問題に対応する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 書籍を 新の法令に差替え、窓口対応の強化を図った

（強化） 引き続き書籍を 新の法令に差替え、窓口対応の強化を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 120             千円 20年度差 120             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 240               千円

今年度の消費者行政予算 1,180            千円

うち交付金相当分対象経費 1,060          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 120             千円

うち交付金相当分対象経費 964             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,084            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       360                        

平成20年度の消費者行政予算

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       208                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,156            976                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

広報啓発 796               796                   啓発用パンフレット等の作成

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員委託 360               180                   相談員委託料（１２ヶ月）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 睦沢町 自治体コード 124222 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 住民への周知を図るため啓発の強化

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員委託

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 180             千円 20年度差 180             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 180               千円

今年度の消費者行政予算 1,156            千円

うち交付金相当分対象経費 976             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 180             千円

うち交付金相当分対象経費 920             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,100            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       360                        

平成20年度の消費者行政予算

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       208                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,000            880                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

各年齢層における消費者トラブルに対する情報提供し、
未然にトラブルを防ぐような啓発活動

640               640                   
小中学生向け消費者ハンドブックを購入、高齢者向け及び一般
向け啓発物資購入

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 消費生活相談員の配置 360               240                   相談員委託料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 長生村 自治体コード 124231 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 各年齢層における消費者トラブルに対する情報提供し、未然にトラブルを防ぐような啓発活動

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置

（強化） 消費生活相談員の配置

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 120             千円うち交付金相当分対象外経費 120             千円 20年度差 -2,085         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 240               千円

今年度の消費者行政予算 1,000            千円

うち交付金相当分対象経費 880             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

うち交付金相当分対象経費 360             千円

千円

前年度の消費者行政予算 360               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       

平成20年度の消費者行政予算 2,205            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 478               298                   -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

消費者被害防止のための講習会を実施するとともに、啓
発資料を作成し配付する。

103               103                   啓発資料作成代

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 消費生活相談員の配置 360               180                   消費生活相談員委託代

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能拡充 15                 15                    参考図書代

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 白子町 自治体コード 124249 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 講演会の実施及びクリアファイルを作成し、町内小中学生に配付する

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を委託

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書を購入し、相談窓口の機能拡充に努める

（強化） 参考図書を購入し、相談窓口の機能拡充に努める

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 180             千円 20年度差 180             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 180               千円

今年度の消費者行政予算 478               千円

うち交付金相当分対象経費 298             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 180             千円

うち交付金相当分対象経費 234             千円

千円

前年度の消費者行政予算 414               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       360                        

平成20年度の消費者行政予算

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       208                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 144               72                    -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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

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

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 相談員１名配置 144               72                    報償費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 大多喜町 自治体コード 124419 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成２０年度消費者行政事業無し

（強化） 相談員の配置

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -10             千円うち交付金相当分対象外経費 86               千円 20年度差 86               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 158               千円

うち交付金相当分対象経費 72               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 96               千円

うち交付金相当分対象経費 72               千円

千円

前年度の消費者行政予算 168               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       144                        

平成20年度の消費者行政予算

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       96                          

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 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）

合計 - 1,500            1,500                -

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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
（先駆的事業）

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）

啓発備品等を作製し、住民へ注意喚起を行い、消費者
行政に対する関心を高揚させるとともにトラブルを未然
に防ぐ

1,500            1,500                町オリジナルの啓発備品等の作製費

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

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）

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）

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
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 千葉県 市町村名 御宿町 自治体コード 124435 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）
常に住民の目の届くところで悪質商法等の注意喚起が行えるよう、町オリジナルの啓発備品等を作製・配置し、消費者トラブルの未然
防止を強化する。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 1                千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 1,501            千円

うち交付金相当分対象経費 1,500          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1                千円

うち交付金相当分対象経費 1,500          千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,501            千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数


