
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 香川県 市町村名 高松市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
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）

372013 平成 26 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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）

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，研修費および教材費等

⑧消費生活相談体制整備事業
センターでのPIO-NETの即日入力のための時間確保お
よびあっせんの強化に対応するための相談体制支援

2,348            2,348                引き続き増員１名に相談員を配置し，相談体制の拡充を図る。

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） 相談員の県内・県外での研修参加支援 722               722                   

消費者教育DVD，消費教育啓発用リーフレット等

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

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

消費者教育・啓発，高齢者等の消費者トラブルの防止等 1,324            1,133                

4,394            4,203                

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）

合計 -

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（既存）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 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

（強化）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）
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
（既存） ３名の相談員による体制

（強化） 引き続き，相談員１名増員による相談員４名体制により強化を図る。

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） 県開催の研修には，相談員の自費により参加している。

（強化） 県内・県外での研修に相談員４名が参加できるよう旅費を支援する。

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）

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） 消費者教育として出前講座を既存の資料教材を使用して随時実施している。

（強化）
消費者教育としての出前講座（２４年度からは小学校への講座も開始）用教材を購入し講座の充実を図る。消費者教育用啓発パンフレッ
ト等を配布し消費者教育の充実を図る。

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）

（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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,463                      

前年度の消費者行政予算 16,137           千円

1       2,348                      

平成20年度の消費者行政予算 12,361           

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 千円

うち交付金相当分対象経費 4,399          

うち交付金相当分対象外経費 11,738         千円

今年度の消費者行政予算 16,064           千円

うち交付金相当分対象経費 4,203          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

千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,348            千円

うち交付金相当分対象外経費 11,861         千円 123             千円20年度差 -500           



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 県内・県外での研修旅費等を支援する。

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 有



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 香川県 市町村名 丸亀市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
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）

372021 平成 26 年度

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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）

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）

旅費等

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）
相談員の能力向上のため国民生活センターや県が実施
する研修会への参加

73                 73                    

講演会開催委託料、講演会会場借上料、バス広告委託料、消
耗品費等

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）

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

消費者問題についての講演会開催、コミュニティバス広
告による啓発等

3,466            3,466                

3,539            3,539                

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）

合計 -

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）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（既存）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 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

（強化）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）
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
（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） 県等が主催する研修会に参加（基金条例制定時）

（強化） 基金を活用することにより、消費者問題に関する幅広い研修に積極的に参加し、相談員のレベルアップを図る。

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）

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） 市のホームページで消費者関連の情報を提供（基金条例制定時）

（強化） 引き続き、消費者問題に関する講演会開催、コミュニティバス車体広告等による啓発活動に努める。

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）

（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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 3,026            千円

平成20年度の消費者行政予算 352               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 2,931          

うち交付金相当分対象外経費 95               千円

今年度の消費者行政予算 3,624            千円

うち交付金相当分対象経費 3,539          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

千円 前年度差

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 85               千円 -10             千円20年度差 -267           



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加旅費の支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 坂出市 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

自治体コード 372030 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・参加負担金

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） 相談業務に従事する職員の県内外での研修参加支援 310               310                   

資料代

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）

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）

消費者を対象とした講座の開催
情報コーナーにおける啓発資料や暮らしの情報、危険情報の提供・周知 490               490                   

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）

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

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）

合計 - 800               800                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員研修（消費生活相談員基礎講座理論コース・実務コース、PIO-NET刷新に関する説明会）に参加

（強化） 相談業務に従事する職員が２５年度に参加していない研修等に参加できるよう旅費・研修費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） 地域コミュニティを活用して出前講座を開催（２５年度：10回うち県講師6回）、消費者モニターを任命し講座を年３回開催、消費啓発用回覧板を作成

（強化） さらなる啓発のため出前講座の充実（啓発用資料の購入、作成、広報）、情報コーナー充実のための資料購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 1,232            千円

平成20年度の消費者行政予算 212               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 1,020          

うち交付金相当分対象外経費 212             千円

今年度の消費者行政予算 1,012            千円

うち交付金相当分対象経費 800             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

千円 前年度差

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 212             千円 -                千円20年度差 -                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 善通寺市 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

自治体コード 372048 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費及び研修負担金

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） 消費者行政担当者のレベルアップを図るための研修参加 195               195                   

リーフレット等作成に係る印刷製本費

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）

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）

消費生活相談窓口等の住民への周知 205               205                   

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）

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

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）

合計 - 400               400                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 国民生活センター等が実施する研修に参加し、相談員のレベルアップを図る。

（強化） 引続き国民生活センター等が実施する研修に参加し、相談員のレベルアップを図る。

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）

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） 消費生活相談窓口等の住民への周知を図る。

（強化） リーフレット等を作成し、引続き消費生活相談窓口等の住民への周知を図る。

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）

（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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 246               千円

平成20年度の消費者行政予算 100               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 146             

うち交付金相当分対象外経費 100             千円

今年度の消費者行政予算 500               千円

うち交付金相当分対象経費 400             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

千円 前年度差

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 100             千円 -                千円20年度差 -                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 観音寺市 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

自治体コード 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・駐車料・参加費

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） 研修参加による基礎知識の取得 106               106                   

啓発用配布物品等・パンフレット印刷費

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）

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 894               894                   

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）

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

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）

合計 - 1,000            1,000                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の経験が浅いため研修に参加していなかった。

（強化） 国民生活センターや香川県が実施する研修に参加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
（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） 市民にたいしての消費者被害防止のための啓発が不十分である。

（強化） 啓発用物品やパンフレットを作成・配布し市民の消費者問題解決の強化を図る・

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）

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）

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 1,632            千円

平成20年度の消費者行政予算 121               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 1,601          

うち交付金相当分対象外経費 31               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 1,000          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

千円 前年度差

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 -                千円 -31             千円20年度差 -121           



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 さぬき市 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

自治体コード 372064 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

パンフレット等作成費

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

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

消費者問題に関するパンフレット等作成、キャンペーン等 301               300                   

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）

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

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）

合計 - 301               300                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） 消費者問題に関するパンフレット等作成、消費者団体等と協力して啓発を行う。

（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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 301               千円

平成20年度の消費者行政予算 207               

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 - 千円

うち交付金相当分対象経費 300             

うち交付金相当分対象外経費 1                千円

今年度の消費者行政予算 301               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

千円 前年度差

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 1                千円 -                千円20年度差 -206           



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 東かがわ市 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

自治体コード 372072 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

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） 各種研修会への参加 100               100                   

パンフレット等啓発物品の作成・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）

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）

消費者教育推進法を踏まえた啓発事業 200               200                   

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）

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

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）

合計 - 300               300                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 研修会への参加

（強化） レベルアップのための研修会参加

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）

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） パンフレット等啓発物品の作成・配布

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 2,970            千円

平成20年度の消費者行政予算 190               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 300             

うち交付金相当分対象外経費 2,670          千円

今年度の消費者行政予算 2,940            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

千円 前年度差

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 2,640          千円 -30             千円20年度差 2,450          



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無

④その他

①前年度における首長表明の有無



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）

都道府県名 香川県 市町村名 三豊市 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

自治体コード 37208 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

業務委託料

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

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）

市民への啓発及び問題意識を高揚させる目的として、消
費者問題等に関する講演会の開催する。

1,000            1,000                

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）

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

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）

合計 - 1,000            1,000                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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

（既存） なし

（強化）
消費者問題に関する講演会又は消費者啓発イベントを提案・実施することで、市民の関心・意識の高揚に資するとともに、問題について
考える場所を提供し、市民一人ひとりが、賢い消費者になることを目的とする。

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）

（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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 1,193            千円

平成20年度の消費者行政予算 105               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 1,088          

うち交付金相当分対象外経費 105             千円

今年度の消費者行政予算 1,105            千円

うち交付金相当分対象経費 1,000          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

千円 前年度差

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 105             千円 -                千円20年度差 -                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 土庄町 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

自治体コード 373222 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

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） 一般職員の研修会への参加 7                  7                      

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）

消費者被害防止のための啓発 304               302                   

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）

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

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）

合計 - 311               309                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 県主催研修会への参加

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）

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） 消費者被害防止のための啓発用パンフレット等の作成

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 154               千円

平成20年度の消費者行政予算 23                 

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 千円

うち交付金相当分対象経費 152             

うち交付金相当分対象外経費 2                千円

今年度の消費者行政予算 311               千円

うち交付金相当分対象経費 309             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

千円 前年度差

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                千円 -                千円20年度差 -21             



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 小豆島町 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

自治体コード 373249 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

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） 消費生活相談研修会への職員参加（１名） 8                  8                      

パンフレット作成　折込等

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

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

啓発パンフレットを作成し消費者問題を啓発していく 392               392                   

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）

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

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）

合計 - 400               400                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 研修に参加して職員のレベルをあげる。

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

（既存）

（強化）

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） 啓発用パンフレットを作成。（8000部　全世帯へ配布）

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 411               千円

平成20年度の消費者行政予算 61                 

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 千円

うち交付金相当分対象経費 394             

うち交付金相当分対象外経費 17               千円

今年度の消費者行政予算 417               千円

うち交付金相当分対象経費 400             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

千円 前年度差

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 17               千円 -                千円20年度差 -44             



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無

④その他

①前年度における首長表明の有無



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）

都道府県名 香川県 市町村名 三木町 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

自治体コード 373419 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

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 151               150                   

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）

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

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）

合計 - 151               150                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） 消費者被害防止のための啓発用パンフレット等の作成

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 200             千円

平成20年度の消費者行政予算

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 千円

うち交付金相当分対象経費 200             

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 151             千円

うち交付金相当分対象経費 150             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

千円 前年度差

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 1                千円 1                千円20年度差 1                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 直島町 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

自治体コード 373648 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

レベルアップに必要な消費者問題に係る研修会に継続して参
加するための旅費

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） 消費者問題に係る研修会等への参加支援 21                 21                    

消費者の安心・安全を確保するため、消費者トラブルの防止を
目的とした啓発パンフレットを作成し全戸配布

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）

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）

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための啓発活
動の強化

279               279                   

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）

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

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）

合計 - 300               300                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） レベルアップに必要な消費者問題に係る研修会に参加するための旅費（平成25年度）

（強化） レベルアップに必要な消費者問題に係る研修会に継続して参加するための旅費

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）

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） 振り込め詐欺防止など消費者の安心・安全を確保するための啓発パンフレットを作成し全戸配布

（強化） 消費者の安心・安全を確保するため、消費者トラブルの防止を目的とした啓発パンフレットを作成し全戸配布

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 287             千円

平成20年度の消費者行政予算

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 千円

うち交付金相当分対象経費 286             

うち交付金相当分対象外経費 1                千円

今年度の消費者行政予算 300             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

千円 前年度差

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 -                千円 -1               千円20年度差 -                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 宇多津町 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

自治体コード 37386 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

啓発チラシ等の配布

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）

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 215               200                   

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）

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

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）

合計 - 215               200                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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

（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレットの作成　約8,500部(町内全戸配布）

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 215               千円

平成20年度の消費者行政予算

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 千円

うち交付金相当分対象経費 200             

うち交付金相当分対象外経費 15               千円

今年度の消費者行政予算 215               千円

うち交付金相当分対象経費 200             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

千円 前年度差

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 15               千円 -                千円20年度差 15               



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 綾川町 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

自治体コード 373877 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

啓発用グッズ・チラシ代

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）

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）

消費者被害の未然防止をはかるため、消費者教育、啓発
を行う

155               155                   

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）

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

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）

合計 - 155               155                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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

（既存） なし

（強化） 町主催のイベント等において、啓発用グッズを配布し、被害防止のための教育、啓発を行う。

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 290               千円

平成20年度の消費者行政予算 306               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 150             

うち交付金相当分対象外経費 140             千円

今年度の消費者行政予算 290               千円

うち交付金相当分対象経費 155             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

千円 前年度差

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 135             千円 -5               千円20年度差 -171           



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 1      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 1      人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1      

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 琴平町 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

自治体コード 374032 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

啓発チラシの作成

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）

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 120               120                   

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）

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

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）

合計 - 120               120                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） 消費者被害防止のための啓発用チラシ等作成（全戸配布　4,000部、１～２種類）

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 220               千円

平成20年度の消費者行政予算 100               

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 千円

うち交付金相当分対象経費 120             

うち交付金相当分対象外経費 100             千円

今年度の消費者行政予算 220               千円

うち交付金相当分対象経費 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

千円 前年度差

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 100             千円 -                千円20年度差 120             



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 多度津町 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

自治体コード 374041 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

パンフレット作成費

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

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）

パンフレットを作成し、町内全世帯に配布することで、消
費者問題解決力の強化を図る。 250               250                   

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）

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

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）

合計 - 250               250                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） これまでパンフレットの配布により、消費者問題の対処方を知らせてきたが、まだ周知が徹底されていない。

（強化） 消費者問題の対処法を啓発するパンフレットを作成・配布し、顕在化しない消費者トラブルのさらなる発掘に努める。

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）

（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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 321               千円

平成20年度の消費者行政予算 70                 

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 千円

うち交付金相当分対象経費 250             

うち交付金相当分対象外経費 71               千円

今年度の消費者行政予算 321               千円

うち交付金相当分対象経費 250             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

千円 前年度差

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 71               千円 -                千円20年度差 1                



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 香川県 市町村名 まんのう町 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

自治体コード 374067 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

啓発パンフレット・グッズ作成

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）

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 410               250                   

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）

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

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）

合計 - 410               250                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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） 啓発グッズの町イベント・窓口等での配布

（強化） 啓発パンフレット・グッズの町イベント・窓口等での配布

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

前年度の消費者行政予算 710               千円

平成20年度の消費者行政予算

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 千円

うち交付金相当分対象経費 500             

うち交付金相当分対象外経費 210             千円

今年度の消費者行政予算 410               千円

うち交付金相当分対象経費 250             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

千円 前年度差

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 160             千円 -50             千円20年度差 160             



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

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

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 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）

都道府県名 市町村名 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

自治体コード 平成 26

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） -        -                      

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） -        -                      

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会） -        -                      

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） -        -                      

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） -        -                      

⑧消費生活相談体制整備事業 2,348      2,348                

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） 1,542      1,542                

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）

10,156     9,786                

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） -        -                      

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 -        -                      

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） -        -                      

合計 - 14,046           13,676              -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

年間研修総日数 -              人日

法人募集型

実地研修受入人数 -              人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,463                      

前年度の消費者行政予算 29,545           千円

1       2,348                      

平成20年度の消費者行政予算 14,208           

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 -                  千円

うち交付金相当分対象経費 14,037           

うち交付金相当分対象外経費 15,508         千円

今年度の消費者行政予算 29,181           千円

うち交付金相当分対象経費 13,676         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

千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,348            千円

うち交付金相当分対象外経費 15,505         千円 -3               千円20年度差 1,297          



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

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

今年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 1      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -      人

人 今年度末予定 相談員数 1      人

人 今年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1      

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無

④その他

①前年度における首長表明の有無


