
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 広島県 市町村名 広島市

事業経費

926               

事業の概要

合計

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）

相談員等の研修参加（拡大分）

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）

法律専門家（弁護士）の助言業務

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

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

事業名

10,405           

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

臨時職員の雇用

消費生活出前講座及び高齢者等の消費者被害防止対策講座
開催経費、啓発用リーフレットの作成経費、パネル展示等業務委
託料、消費者力向上キャンペーン事業開催経費、学校等教育職
員に対する研修開催経費、消費者力向上通信講座開催経費、
賃金

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 26341002自治体コード

1,666             

交付金相当分対
象経費

対象経費

926                   専門的知識を有する者を活用するために必要な講師謝金

1,666                

年度

604               

報酬、賃金

10,405               

- 13,601           13,601               -

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

604                   旅費、研修費

消費生活出前講座（拡大分）、高齢者等の消費者被害防
止対策講座、啓発用リーフレットの作成・配布等（拡大
分）、パネル展示等業務、消費者力向上キャンペーン事
業、学校等教育職員に対する研修、消費者力向上通信講
座、臨時職員の雇用



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

ＰＩＯ－ＮＥＴ入力データチェック

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

より多くの相談員等が研修に参加できるよう旅費・負担金を支援する

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化） 法律専門家（弁護士）の助言業務

（既存）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（既存）

（既存） 国民生活センターの研修に、相談員１２名のうち順番で毎年度４名が参加できるよう旅費・負担金を支援

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）

消費生活出前講座(拡大実施）、高齢者等の消費者被害防止対策講座、啓発用リーフレットの作成・配布等（拡大分）、パネル展示等業
務、消費者力向上キャンペーン事業、学校等教育職員に対する研修、消費者力向上通信講座　など

消費生活出前講座など

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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） （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



（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



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

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

1       767                        

対象人員数
（報酬引上げ）

11     

対象人員数計 追加的総費用

12     1,666                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

前年度末

うち交付金相当分対象外経費 76,328         

具体的内容

千円13,601         

平成20年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

千円80,102           

18,626         

93,975           

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,143             千円

89,929           千円

うち交付金相当分対象経費

千円

75,349         千円

千円 20年度差 -3,774         千円 前年度差 979             千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人相談員総数 11    12    今年度末予定人相談員総数

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

うち委託等の相談員 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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○
これまで年間４名が国民生活センターの研修に参加していたが、計画期間内は、全相談
員を年1回研修に参加させるための旅費、負担金を支援する。

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 広島県 市町村名 呉市

465                   

573                   研修旅費及び研修負担金

対象経費

342025自治体コード

事業名

465               

年度

573               

交付金相当分対
象経費

事業経費

平成 26

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計 -

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

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

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）

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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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

啓発用品等の作成及び購入費

事業の概要

消費者トラブルの未然防止・拡大防止のための啓発活動
を実施する

1,038             1,038                -

消費生活相談員及び相談職員を各研修へ派遣する



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（強化）

（既存）
④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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） （強化）

（強化）

（既存）

（既存）

消費生活センターを紹介する啓発用品を作成・購入し，啓発活動を実施し市民への周知を図る

（強化） 国民生活センターが実施する研修へ相談員３名，相談職員１名を参加させる

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

（既存）

国民生活センターが実施する研修へ相談員１名，相談職員１名を参加させている（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

なし（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）



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

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち交付金相当分対象経費

8,480             

849             

8,278           

9,127             

人相談員総数 3      今年度末予定

千円

千円

千円

千円

千円

千円

相談員総数前年度末 人

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

9,363             

1,038           

うち交付金相当分対象外経費 8,325           千円 20年度差 -155            千円 前年度差 47               千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

3      

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

うち委託等の相談員 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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会へ参加する

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 342033 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 広島県 市町村名 竹原市 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費，研修会参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日の拡充（週２日から週５日） 1,806             1,806                
相談員の勤務日の拡大に係る追加的経費（報酬，社会保険料，
交通費）

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） 消費生活相談員の研修等参加支援拡充（年８回） 142               142                   

啓発講座で配布する啓発パンフレット印刷製本費及び啓発グッ
ズ，参考資料等購入経費

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）

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 1,013             1,013                

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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）

2,961             2,961                -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 費用弁償により参加（年５回分）。

（強化）
独立行政法人国民生活センター消費生活相談員研修及び広島県消費生活相談員等レベルアップ研修等に参加できるよう旅費等を
支援する。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化） 相談員の勤務日の拡大に係る追加的経費（報酬，社会保険料，交通費）。

（既存） なし。

（強化） 消費者啓発講座で啓発グッズや参考資料，教材等を用いて消費者の理解を深める。

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

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

（強化）

（既存）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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） （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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（強化）

（既存）

（強化）

（既存）



⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

1       864                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,795                      

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

1,280             千円

4,351             千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 2,961           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 1,806             千円

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,288           千円

4,238             千円

3,063           千円

1,797             千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象外経費 1,277           千円 20年度差 -3               千円 前年度差 -11             千円

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

うち委託等の相談員 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 ○ 消費生活相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

対象経費

平成 26342041自治体コード 年度

300               

事業経費事業の概要

300                   弁護士アドバイザー委託料

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）

合計 -

都道府県名 広島県 市町村名 三原市

交付金相当分対
象経費

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）

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）

事業名

相談員が弁護士に助言・指導を受け，高度化・複雑化する
相談への対応力強化を図る

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

341                   

1,599                

206                   

- 2,446             

講師委託料，啓発ノベルティ，パンフレット作成費

206               

相談員報酬

啓発講演会実施，啓発用ノベルティ，パンフレット作成等
により消費者教育，啓発を図る

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）

県及び国民生活センター等が開催する研修に相談員を参
加させ，個々の相談業務におけるレベルアップを図る

341               

相談員研修等旅費

センター開設日に常時2名の相談体制を堅持するため，相
談員3名を配置する（うち1名分の報酬）

1,599             

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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）

2,446                

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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） （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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化） 相談員が弁護士に助言・指導を受け，高度化・複雑化する相談への対応力強化を図る

（既存）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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）

（既存）

（既存）

センター開設日に常時2名の相談体制を堅持するため，相談員3名を配置する（うち1名分の報酬）

県及び国民生活センター等が開催する研修に相談員を参加させ，個々の相談業務におけるレベルアップを図る

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） 啓発講演会実施，啓発用ノベルティ，パンフレット作成等により消費者教育，啓発を図る



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

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,100                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,599                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

前年度末

うち交付金相当分対象経費

5,785             千円

千円2,446           

今年度の消費者行政予算

人相談員総数 3      

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

千円

3,276             

3,052           

6,536             

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

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 1,599             千円

千円

千円

3,484           

うち交付金相当分対象外経費 3,339           千円 20年度差 63               千円 前年度差 -145            千円

人

3      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

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      

相談員総数

うち委託等の相談員 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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○
県及び国民生活センター等が開催する研修に相談員を参加させ，個々の相談業務にお
けるレベルアップを図る

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

325                   旅費・参加負担金

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）

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）

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害拡大防止のための啓発、弁護士相談

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

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

啓発グッズの購入、啓発広報の広告費、講師の謝金・旅費、弁護士謝金1,733                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

平成 26都道府県名 広島県 市町村名 尾道市 34045自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

325               相談員・職員の研修参加

事業経費事業の概要事業名
交付金相当分対

象経費
対象経費

1,733             

2,058                -合計 - 2,058             



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

消費生活出前講座や消費生活展で使用・配布する啓発グッズや啓発用パンフレットの作成・購入による更なる啓発促進。市民を対象とした有料講師招聘による消費生活講
座の更なる充実。CM放送等の啓発広告による住民への更なる啓発強化。弁護士相談の更なる充実（消費生活相談員同席）

（強化）

（既存）

（既存）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

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）

（既存）

（強化）

（強化）

予算の範囲内での研修参加

（既存）

なし（既存）

消費生活相談員の研修強化。国民生活センター主催の研修参加、広島県消費生活課主催の強化研修への参加。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（強化）

（既存）

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

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

千円

千円

千円

うち交付金相当分対象経費

具体的内容

今年度末予定人前年度末 相談員総数 2      

千円

2      

千円2,058           

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

5,413           

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

7,490             

2,617           

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

8,030             

5,461             

千円

千円平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

前年度差 19               千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,432           千円

人

人相談員総数

20年度差 -29             千円

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

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加、広島県消費生活課の研修参加

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

3,497             3,497                合計 -

相談員等の旅費265                   ⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

2,985                ⑧消費生活相談体制整備事業

265               国民生活センター等の研修参加

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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）

都道府県名 広島県 市町村名 福山市 平成 26342076自治体コード

多重債務に係る相談機能の強化 247               

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

年度

事業経費事業の概要
交付金相当分対

象経費
対象経費

247                   弁護士謝金

消費生活相談員の1名増（継続） 2,985             

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

相談員報酬，社会保険料

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

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）

-



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

弁護士による多重債務無料法律相談を月1回（年間10回）開催し，相談員が同席することによりレベルアップを図る

（既存）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

7名の相談員全員が国民生活センターの研修を受講するとともに，県主催のレベルアップ研修等を受講する

国民生活センター研修受講（年間1～2名），県主催の研修受講

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

増加する相談件数に対応するため，相談員を1名増員し7名体制とする

（強化）

（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

（既存）

（強化）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員6名の体制で対応



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

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）

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

研修参加・受入要望

自治体参加型

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,560                      

対象人員数
（報酬引上げ）

参加者数 人

人日

実施形態

年間研修総日数



人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

対象人員数計 追加的総費用

人相談員総数

3,497           

千円

人

具体的内容

今年度末予定

うち交付金相当分対象経費

22,263           

2,985                      

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算

17,106           

1       

うち交付金相当分対象経費

21,730           

3,123           

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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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 2,985             千円

18,607         千円

千円

千円

千円

うち交付金相当分対象外経費 18,766         千円 20年度差 1,660           千円 前年度差 159             千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数前年度末 7      7      

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 7      人 今年度末予定 相談員数 7      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

①前年度における首長表明の有無 有

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センターや県の研修等へ全員参加する

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上 ○ 非常勤嘱託職員の報酬月額の見直しを行う中で一定の改善を図る



②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

191               相談員等の研修参加支援

60                     

事業経費事業の概要

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）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

平成 26都道府県名 広島県 市町村名 府中市 342084自治体コード

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）

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）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費生活啓発講座の講師謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

報償費

消費生活相談員報酬 472                   

60                 

報酬及び通勤費946               

合計 - 1,197             723                   -

交付金相当分対
象経費

対象経費

191                   旅費、教材費、研修負担金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） 県、国民生活センター等の研修への参加（年４回）

消費生活相談員１名分の報酬及び通勤費の半額

県、国民生活センター等の研修への参加（年４回）

主に女性や高齢者等を対象とした消費生活啓発講座の講師謝礼

主に女性や高齢者等を対象とした消費生活啓発講座の講師謝礼（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

消費生活相談員１名分の報酬及び通勤費の半額

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

（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）

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）

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

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人日

実施形態

自治体参加型

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

研修参加・受入要望

参加者数 人

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       500                        

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       472                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 県、国民生活センター等の研修への参加を促進させる

③就労環境の向上 ○ 新築事務所に相談窓口を移転し、相談者の利便性と相談員の就労環境を向上させる

④その他

具体的内容

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 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

20年度差 313             千円 前年度差 2                 千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数前年度末

人

人相談員総数 -      

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

2,268             

うち交付金相当分対象外経費 1,545           千円

千円723             

うち交付金相当分対象経費

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

1,221           千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,764             

千円

千円

1,232             

今年度末予定人-      

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

①報酬の向上

千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,543           



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 - 1,540             1,540                -

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

214                   

交付金相当分対
象経費

・国セン研修旅費２名　・県内研修旅費　・研修会受講負担金

1,326             
市内全戸啓発冊子の作成配布，高齢者の被害防止を目
的とした研修会の開催

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

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）

啓発冊子作成費・研修会講師謝礼1,326                

年度

214               国民生活センター及び県等主催研修会への参加旅費

事業経費事業の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

平成 26

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）

都道府県名 広島県 市町村名 三次市 342092自治体コード

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）

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

なし

（既存） 消費生活相談員（1名）・県開催の研修に参加支援

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活相談員（1名）・行政職員の国民生活センター及び県開催の研修会への参加支援

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

消費者教育充実を目的として，市内全戸を対象とした啓発冊子の作成配布，高齢者の被害防止に向けた研修会の開催

（既存）

（既存）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センター等開催の研修参加の旅費

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 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

千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

今年度末予定人1      相談員総数前年度末

うち交付金相当分対象外経費 2,016           

人相談員総数 1      

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

千円 20年度差 -6               千円 前年度差 36               

うち交付金相当分対象経費

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

1,540           うち交付金相当分対象経費

3,556             千円

千円

1,364           

1,980           

千円

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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,344             

千円

前年度の消費者行政予算

①報酬の向上

千円

千円

2,022             



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）

報酬2,944             2,742                

342106自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計 - 3,285             3,042                -

19                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 広島県 市町村名 庄原市

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金対象相談員を1名継続雇用

執務参考図書の整備

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）

281                   研修参加支援（旅費・負担金）

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）

年度

322               相談員等の研修への参加支援

19                 

事業経費事業の概要

平成 26

交付金相当分対
象経費

対象経費

執務参考図書の購入経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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） （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）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

（既存） 消費生活センターの機材(パソコン等)の整備。

（強化）

（既存）

執務参考図書を整備し、更なる機能強化を行う。

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

基金交付前　相談員1名配置。基金交付後相談員2名追加し、3名の相談員を継続雇用。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

平成25年度は基金対象研修に相談員延べ28日間参加。

県や国民生活センターで実施される研修に参加する。
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

基金設立前から雇用する相談員1名に加え、基金交付後の相談員1名を継続雇用。平成26年度からは新たに１名の有資格者を雇用し、
3名体制で業務を行う。

（既存）

（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）

（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
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

人日

実施形態

自治体参加型

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

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,714                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,742                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 研修参加機会の拡充

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成25年度は有資格者が1名であったが、平成26年度からは有資格者2名体制で業務を行

①報酬の向上

具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

265             千円 前年度差 55               千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

今年度末予定人3      相談員総数前年度末 人相談員総数 3      

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,742             千円

うち交付金相当分対象外経費 1,685           千円 20年度差

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象経費

4,727             

3,042           

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,630           

1,420             

2,313           

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3,943             

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

150               相談員の実務能力の向上

300               

2,550                

事業経費事業の概要

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）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

消費生活に係る相談窓口を拡充し、相談事業を強化

平成 26都道府県名 広島県 市町村名 大竹市 342114自治体コード

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）

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）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発活動

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

2,550             

合計 - 3,000             3,000                -

交付金相当分対
象経費

対象経費

150                   

300                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） 旅費不足のため，研修参加の制限

相談員の国民生活センター主催の研修参加や県主催の研修参加によりレベルアップを図る。

高齢者集会等での啓発講座を開催するとともに，広報掲載，啓発グッズ，パンフレット等により啓発活動を強化する。

なし（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活に係る相談窓口を拡充し，相談事業の強化を行う。あわせて相談窓口を市民へ周知する。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

事業名

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）

（既存） なし

（強化）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

（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）

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）

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

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人日

実施形態

自治体参加型

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

研修参加・受入要望

参加者数 人

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）

年間研修総日数

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 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

20年度差 9                 千円 前年度差 19               千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員総数前年度末

人

人相談員総数 1      

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

4,049             

うち交付金相当分対象外経費 1,049           千円

千円3,000           

うち交付金相当分対象経費

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

2,230           千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 3,260             

千円

千円

1,040             

今年度末予定人1      

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

①報酬の向上

千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,030           



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 - 10,027           4,412                -

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）

1,390             

出前講座等で配布するパンフレット、消費者啓発用グッズ及び出
前講座用備品の購入、市内中学生へ配布する消費者教育用パ
ンフレットの購入、コミュニティFMの利用に係る広告料、消費者
啓発用DVDの購入費

平成23年度から増員した消費生活相談員に係る報酬及び社会
保険料。

対象経費

216                   弁護士への報酬（報償費）

交付金相当分対
象経費

弁護士による消費生活法律相談の実施（消費生活相談員
同席）

8,068             

事業の概要

300                   消費生活相談員（3名）及び行政職員（1名）の研修旅費・負担金

都道府県名 広島県 市町村名 東広島市 342122自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

消費生活相談員1名の増員（H23～）

1,139                

平成 26

2,757                

年度

216               

事業経費

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）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者啓発パンフレットの作成、中学生への消費者教育
の実施、コミュニティFMを活用した消費者啓発広報、消費
者啓発出前講座用備品の購入。消費者啓発講演会の開
催。

353               県内及び県外への研修参加支援

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

消費生活相談員２名による相談の受付、処理及び啓発。

（強化）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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） （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）

弁護士による消費生活相談を消費生活相談員が同席して年６回実施する。

なし。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

消費生活相談員３名による相談の受付、処理及び啓発。

消費生活相談員３名が、それぞれ国民生活センター主催の研修（年１回）、県主催等の研修（年５回）に参加。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

敬老会及び成人式で独自に作成したチラシを配布。（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

消費者教育の推進に係る啓発資料及び啓発グッズの作成と配布、消費者啓発用備品（ＤＶＤ、啓発パネル展示用具）の購入。コミュニ
ティFMを利用して消費生活に係る情報をタイムリーに提供する。

（既存） 消費生活相談員２名が、それぞれ国民生活センター主催の研修（年１回）、県主催の研修（年６回）及び業界団体主催の研修（年３回）に参加。

（既存）



⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,380                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,757                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修参加支援（県外研修（年１回×３人、県内研修年５回×３人）

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 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

千円 前年度差 -140            千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,615           千円 20年度差 -501            

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象経費

10,027           千円

4,412           

①報酬の向上

千円

千円

千円

千円

千円

千円

相談員総数前年度末 人相談員総数 3      人2      今年度末予定

6,116             

5,995           

5,755           

11,750           

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当



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）

2,784                

224                   

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）

229               

508               

報酬、費用弁償、社会保険料（雇用保険）

- 5,919             3,414                -

対象経費

342131自治体コード

406                   

年度

5,182             

事業経費

平成 26

事務用機器の設置、周知用チラシの配布

交付金相当分対
象経費

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）

事業の概要

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

都道府県名 広島県 市町村名 廿日市市

インターネット環境の維持、消費生活センターの周知

事業名

相談員報酬の増額及び勤務体制の拡充

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

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）

旅費（県内、県外）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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計

消費生活相談員の研修参加支援

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） （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）

なし

（既存）

（既存）

（強化）

消費生活センターのインターネット環境の整備、消費生活センター窓口の周知

なし

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

なし

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（既存）

（強化）

積極的に斡旋を行うことにより、市民に対しての利益増進を図る。それに対応する相談員の拡充及び従前からの相談員の報酬の引き上
げを継続する。（引き上げ額／日額1,800円）

県、国民生活センター等主催の研修に参加するための旅費を支援する。

（強化）

（強化）

（強化）

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

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）



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

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       428                        

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

対象人員数計 追加的総費用

3       2,784                      

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、広島県などが主催する研修へ参加予定

③就労環境の向上

④その他

○

具体的内容

①報酬の向上 日額1,800円の増額を継続する。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

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

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

今年度末予定

うち交付金相当分対象外経費 2,505           千円 20年度差 -952            千円 前年度差 -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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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 2,784             千円

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

千円

5,919             

3,414           

千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

千円

人相談員総数 3      相談員総数前年度末

3,457             

2,391           

2,799           

5,190             

人3      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

104               
各種研修に相談員及び担当職員を参加させ，相談員等の
資質の向上を図る。

事業経費事業の概要

平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計 -

都道府県名 広島県 市町村名 安芸高田市 342149自治体コード

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

570               

交付金相当分対
象経費

対象経費

窓口開設拡充（金曜）分報酬等

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

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）

104                   

相談窓口の開設日を基金事業前の週１回から週２回に拡
大し，人的体制整備を図る。

226               

570                   

- 900               900                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑧消費生活相談体制整備事業

悪質商法被害防止のためのパンフ等を購入・配布し，地
域における消費者問題解決力の強化を図る。

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

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

相談員県外研修，職員研修

成人式配布用啓発パンフレット，高齢者配布用啓発パンフレット226                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

市民からの要望の増加に対応するため，相談窓口の開設を週１回から週２回に拡充する。

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

悪質商法被害防止のため，高齢者向け・若者向けの啓発用パンフレット等を購入し，各種研修会や成人式などで配布する。

国民生活センターが開催する研修に相談員を参加させ，資質の向上を図る。

なし（既存）

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

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） （強化）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

相談窓口開設日　週１回

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

（強化）

（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）

県等が開催する研修会への参加

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業



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

法人募集型

実地研修受入人数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日年間研修総日数

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       306                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       571                        

人

年間実地研修受入総日数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修に積極的に参加し，資質の向上を図る

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 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

-191            千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

千円

千円

うち交付金相当分対象外経費 693             千円 20年度差 23               千円 前年度差

うち交付金相当分対象経費

1,746             

今年度の消費者行政予算

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

相談員総数前年度末 今年度末予定

千円

千円

千円

670               

862             

人 相談員総数 1      

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

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

うち交付金相当分対象外経費

1      

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 669               千円

884             

1,593             

人

千円

900             うち交付金相当分対象経費



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,236             679                   -

557                   1,114             

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）

啓発物品購入費

研修旅費

92                 

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）

啓発用物品を購入する。

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

92                     
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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

25                     

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

報酬

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

消費生活相談窓口で専属の相談員を配置し，人的体制整
備する。

25                 
消費生活相談員のレベルアップを図るため，各種研修等
に参加する。

5                  

事業経費事業の概要

消費生活相談窓口の機能を強化するため，執務参考図書
等を購入する。

都道府県名 広島県 市町村名 江田島市 342157自治体コード

交付金相当分対
象経費

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

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 対象経費

年度平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

なし（既存）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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）

近年多発する消費生活問題に対応するため，啓発用物品を購入し配布する。

多様化する消費生活相談に対し，窓口で専属の相談員を配置し，人的体制整備する。

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

消費生活相談員のレベﾙアップを図るため，各種研修等に参加する。

なし

（強化）

（強化）

消費生活相談窓口の機能を強化するため，執務参考図書等を購入する。

（既存） なし

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       870                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,114                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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 有

②研修参加支援 ○ 県等が主催する研修会等への参加支援。

③就労環境の向上

④その他

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 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      

千円 前年度差 -8               千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 557               千円

うち交付金相当分対象外経費 581             千円 20年度差 551             

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費 千円

1,285             

千円

千円

千円

うち交付金相当分対象外経費

30                 

696             

589             

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

①報酬の向上

処遇改善の取組

今年度末予定相談員総数前年度末 人相談員総数 1      

具体的内容

人1      

千円

うち交付金相当分対象経費

1,260             千円

千円679             

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

今年度の消費者行政予算



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）

343021自治体コード

-

消費者生活啓発用冊子等購入費70                     70                 

- 1,924             1,005                

6                      旅費

1,838             

6                  相談員の研修（県内）への参加支援（2名）

都道府県名 広島県 市町村名 府中町 平成 26

事業名

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）

執務参考資料等購入費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

10                 

事業経費事業の概要

相談窓口整備

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

相談員報酬

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

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）

919                   

交付金相当分対
象経費

対象経費

10                     

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための出前講座等及び啓発を行う

消費者庁創設に伴い、増加する相談に対応するために相
談員を配置

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

（既存）

相談員を2名配置し、週５日（月～金曜日）相談員による相談の体制をつくる

国民生活センター等開催の研修に相談員（2名・県内開催・6回）が参加できるよう旅費等を支援

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

消費者被害未然防止のため、出前講座（年間12回）等を実施し開催時に啓発冊子等を配布する

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

（強化） さらなる窓口の強化・充実のため、図書等の購入を行う

（既存）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（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

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）



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2       2,018                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人日

実地研修受入人数

年間研修総日数

人日

人

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       1,614                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催の県内研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 相談員週５日勤務の継続

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 相談員数 人

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

今年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

うち交付金相当分対象外経費 1,006           千円 20年度差 1,001           千円 前年度差 -94             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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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 919               千円

1,100           

千円

-                  

千円1,005           

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

5                  

1,791           

2,891             

千円

千円

千円

千円

千円

今年度末予定

うち交付金相当分対象経費

2,011             

人相談員総数 2      人2      相談員総数前年度末消費生活相談員の配置



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 - 610               599                   -

年度

176               研修参加による消費生活相談員等の資質向上

事業経費事業の概要

平成 26

交付金相当分対
象経費

対象経費

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

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

消費者教育推進法を踏まえた上での啓発用マグネット
シート購入

消耗品

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

都道府県名 広島県 市町村名 海田町 343048自治体コード

423                   

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

特別旅費・研修参加費負担金

434               

176                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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） （強化）

（既存）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

（既存）

啓発効果をより効果的にするために，マグネットシート・啓発用リーフレットを購入する。

パソコン・プロジェクター等の啓発用機器等の整備を行えた。（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存） 国民生活センター等が主催する研修に参加し，相談員や担当職員の資質の向上を図り，幅広い相談のできる体制を整えた。

（強化） 最新の悪質商法等への対応するため，国民生活センター等が開催する研修に参加し，相談を受ける相談員等の資質向上を図る。

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数 人日

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数



人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組
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 相談員数 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

千円 前年度差 107             千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち交付金相当分対象外経費 535             千円

人相談員総数 1      相談員総数前年度末 人1      

今年度の消費者行政予算

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

20年度差 80               

対象人員数計 追加的総費用

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費 千円

千円

千円

455               

695             

1,134             千円

うち交付金相当分対象経費

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

428             

1,123             

千円

千円599             

今年度末予定

千円



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）

消費生活相談員の報酬1,163             581                   

啓発資料30                 

343072自治体コード

30                     

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計 - 1,212             630                   -

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 広島県 市町村名 熊野町

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費生活相談員の配置

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

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）

警察・福祉関係機関と消費生活相談員の連携を図る

19                     研修参加費用

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）

年度

19                 研修会へ参加し専門知識の習得を支援する。

事業経費事業の概要

平成 26

交付金相当分対
象経費

対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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） （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）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

各公民館・活動団体へ出前講座を行うとともに，警察・社会福祉協議会・包括支援センター等と情報を共有し連携を図る。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

研修参加支援
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（強化）

消費生活相談員の配置

（強化）

平成21年10月から設置した消費生活相談窓口に対応する相談員（非常勤職員）の配置

（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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

相談者の相談に対応できる専門知識の習得の支援を行う。

（既存）

（既存） 消費生活相談窓口設置のPR。各公民館・活動団体への出前講座を行う。

（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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

人日

実施形態

自治体参加型

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

年間研修総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,212                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 研修への参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談対応及び啓発活動に必要な物品等の購入

④その他

①報酬の向上

具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

-355            千円 前年度差 -32             千円

消費生活相談員の配置

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 相談員数 1      人

今年度末予定人2      相談員総数前年度末 人相談員総数 1      

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 582             千円 20年度差

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象経費

1,212             

630             

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

614             

937               

678             

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,292             

千円



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）

343099自治体コード

-- 454               234                   

14                     研修参加旅費，参考図書購入費

440               

14                 
相談員を研修会等に参加させ、レベルアップを図る。
相談業務に必要な参考図書を購入する。

都道府県名 広島県 市町村名 坂町 平成 26

事業名

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

事業経費事業の概要

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

報酬

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

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）

220                   

交付金相当分対
象経費

対象経費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（非常勤職員）の配置

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

消費者安全法の施行後も増加する消費生活相談に対応するため、相談業務に従事する相談員を配置する。

県等が主催する研修会へ相談員を出席させることにより、レベルアップを図る。　相談業務に必要な参考図書を購入する。

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（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

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）



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1       440                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人日

実地研修受入人数

年間研修総日数

人日

人

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       300                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 研修への参加支援

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 人

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

今年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

うち交付金相当分対象外経費 269             千円 20年度差 269             千円 前年度差 6                 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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

263             

千円

千円234             

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 240             

503               

千円

千円

千円

千円

千円

今年度末予定

うち交付金相当分対象経費

503               

人相談員総数 1      人1      相談員総数前年度末消費生活相談員の配置



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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

都道府県名 広島県 市町村名 安芸太田町 343684自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

年度

70                 担当職員等の研修等への参加

事業経費事業の概要
交付金相当分対

象経費

平成 26

70                     

合計 - 584               584                   -

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

高齢消費者等見守りサポーター養成研修会、消費者啓発
講演会、地域サロン出前講座の開催。啓発用パンフレッ
ト、物品の購入。啓発広報の印刷。食品の安全を学ぶ食
品加工工場への見学会の実施。担当職員同席のもと、弁
護士無料相談会を行う。

514                   

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員等の研修参加支援（旅費、研修参加負担金）を行う。

514               

見守りサポーター養成研修会の際講師謝礼、啓発講演会時講
師及び託児等業務委託料、広報紙啓発記事印刷製本費。工場
見学時バス借上料、保険料等。担当職員等の同席のもと、弁護
士を招いての無料弁護士相談会時弁護士謝礼、費用弁償等。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（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）

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

（既存）

（既存）

（強化）

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）

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） （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）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（強化）

なし

（強化）

（既存）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

高齢消費者等見守りサポーター養成研修会の開催（講師謝礼、印刷製本費等）、消費者啓発講演会の実施（講師委託料、印刷製本費、
手数料、会場借上料等）、啓発用物品の購入。食品加工工場への見学会の開催（参加者保険料、バス借上料）。町広報紙への掲載（印
刷製本費、通信運搬費）。担当職員等の同席のもと、弁護士無料相談会を行う。（弁護士謝礼、会場借上料等）

担当職員等の研修参加支援（旅費、参加者負担金）を引き続き行う。



⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

人

人日

人日

人

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

参加者数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 人

相談員数 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

うち交付金相当分対象外経費 584             千円 20年度差 584             千円 前年度差 571             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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 千円

うち交付金相当分対象経費 千円

人相談員総数 -      

-                  

1,668           

13               

1,668             

千円

千円うち交付金相当分対象経費

1,168             

1,681             

千円

584             

人-      相談員総数前年度末 今年度末予定消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

10                     

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）

21                 

540               

- 561               550                   -

対象経費

343692自治体コード 年度

司法書士・弁護士謝金

事業経費

平成 26

交付金相当分対
象経費

540                   

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）

事業の概要

消費生活相談室に法律相談会を開設する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

都道府県名 広島県 市町村名 北広島町

事業名

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

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）

研修会参加旅費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）

⑧消費生活相談体制整備事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

合計

相談員･職員の県内開催の研修会への参加支援

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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） （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）

県等主催の研修会参加に対する相談員及び職員への旅費を支給する。

（既存）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

多様化する高度な相談への対応を強化するため、法律相談会の開設とともに相談員のレベルアップを図る。

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（既存）

（強化） 多様な研修会への積極的な参加によりスキルアップを図る。

（強化）

（強化）

（強化）

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

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

消費生活相談室に法律相談会を開設し、多重債務等の対応の強化を図る。相談員が同席し、相談員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）



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

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）

対象人員数計 追加的総費用

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 県等主催の研修会参加に対する旅費を支援する。

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 人

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

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

今年度末予定

うち交付金相当分対象外経費 702             千円 20年度差 -117            千円 前年度差 33               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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

千円

1,252             

550             

千円

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

千円

人相談員総数 1      相談員総数前年度末

819               

553             

669             

1,222             

人1      



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 - 570               570                   -

年度

事業経費事業の概要
交付金相当分対

象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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

都道府県名 広島県 市町村名

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

世羅町 344621自治体コード 平成 26

570               消費者啓発講演会、啓発資料各戸配布

対象経費

講師謝金、講師旅費、啓発資料印刷570                   



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） （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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者被害の未然防止のため、啓発講座を開催する。また啓発資料を各戸配布する。

なし（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）



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

自治体参加型

参加者数 人

人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総業務量（総時間）

年間研修総日数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ レベルアップのため、県等が開催する研修への参加支援体制づくり

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 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

前年度差 22               千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

1      相談員総数

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,467           千円 20年度差 180             千円

千円

相談員総数前年度末

3,037             

570             

2,287             

529             

2,445           

2,974             

今年度末予定人1      人

千円

うち交付金相当分対象経費

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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

千円

千円

千円

千円

千円



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 - 3,602             2,719                -

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）

1,485             

1,082                

都道府県名 広島県 市町村名 神石高原町 34545自治体コード

交付金相当分対
象経費

対象経費事業名

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） 152                   

1,485                

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

1,965             ⑧消費生活相談体制整備事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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

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）

年度

152               研修会に本庁・支所・臨時職員が出席する。

事業経費事業の概要

平成 26

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

相談専門の臨時職員の継続雇用。
⑧消費生活相談体制整備事業

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

町内告知TVへの啓発カレンダー・封筒等を作成し啓発活動を行う。

事業名

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）

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）

（既存）

（既存）

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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） 県主催研修会への担当職員4名及び相談専門の臨時職員が参加できるよう旅費を支援し，相談対応の強化を図る。

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,965                      

実施形態

自治体参加型

研修参加・受入要望

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       1,953                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

参加者数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人

人日年間研修総日数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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
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

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

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 相談員数 人

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

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人 今年度末予定前年度末

うち交付金相当分対象外経費 883             千円 20年度差 823             千円 前年度差 3                 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

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

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 1,082             千円

うち交付金相当分対象経費

3,602             千円

千円

880             

2,719           

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 3,570           千円

人相談員総数 1      相談員総数

4,450             

1      

千円

千円

千円

千円

60                 


