
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）

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）

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 70,614           64,134               

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）

子ども消費者学習の講師育成 152               152                   講師謝礼

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

啓発資料作成・購入、啓発資料の全戸配付、メディアによ
る広報、講演会・出前講座・移動相談室の開催、啓発の
ための備品購入

21,709           20,826               
講師謝金、旅費、啓発物品購入代、広告掲載料、消耗品費、印
刷製本費

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

弁護士等による無料相談会の単独開催、内容の充実 1,824             1,823                消費生活相談委託料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援の拡充 3,425             2,915                旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員の新規配置・増員、相談員の勤務時間・日数の拡
大、常勤職員の時間外勤務手当

31,452           26,396               相談員報酬、社会保険料、土曜日の窓口開設、相談員増員

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

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

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

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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
センター開設・拡充、相談窓口拡充、参考資料・備品等の
購入、センター周知資料の作成

11,356           11,326               
センター備品リース料、相談室拡張改修、センター周知物品作
成、事務所賃料

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士等による相談員への助言 696               696                   弁護士謝礼

平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 新潟県 市町村名 自治体コード 150002



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）

（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） なし

（強化） 子ども消費者学習の講師育成

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 弁護士等による無料相談会の単独開催、内容の充実

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員の配置

（強化） 相談員の新規配置・増員、相談員の勤務時間・日数の拡大、常勤職員の時間外勤務手当

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） 啓発資料作成・購入

（強化） 啓発資料作成・購入、啓発資料の全戸配付、メディアによる広報、講演会・出前講座・移動相談室の開催、啓発のための備品購入

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）

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） 研修参加支援

（強化） 研修参加支援の拡充

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 弁護士等による相談員への助言

（強化） 弁護士等による相談員への助言

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 窓口の周知、執務参考資料の購入

（強化） センター開設・拡充、相談窓口拡充、参考資料・備品等の購入、センター周知資料の作成



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

対象人員数計 追加的総費用

26     29,473                    

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）

26     22,269                    

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型

実地研修受入人数 -              人

年間実地研修受入総日数 -              人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

年間研修総日数 -              人日



５．消費者行政予算について

原則　Ｈ２１現況調査　のＨ２０最終予算と一致

＊補正を見込んで計画を提出している場合などは、現況調査の当初予算数値と異なることがある。

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

④その他

②研修参加支援 ○ 旅費・宿泊費の支給

③就労環境の向上 ○ 通勤費相当額の支給

相談員数 4      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 40    人 今年度末予定 相談員数 42    人

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 2      人

前年度差 -25,831       千円

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 47    人 今年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 91,497         千円 20年度差 30,521         千円

48    人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 57                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 14,858           千円

今年度の消費者行政予算 155,631         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 64,134         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 117,328       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 69,779           千円

千円

前年度の消費者行政予算 187,107         千円

平成20年度の消費者行政予算 60,976           

川口町　１０＋　　H20消費者行政予算　60,986

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円



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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

9,021                

8,453            

152                   

-

講師謝礼

平成 26 年度

165               

交付金相当分対
象経費

対象経費

旅費，研修参加費

事業の概要

251               

165                   

事業経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

152               

消費者力の向上を目指すために学習活動の支援，消費
者被害の防止に関する情報の提供

啓発用視聴覚資料購入，クリアーホルダー作成，生活情報誌の
発行，マスコミ等を活用した情報発信，消費者教育冊子の小学
校等への配布

8,453                

新規雇用相談員の研修参加

9,021            -

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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

子ども消費者学習の指導者育成

都道府県名 新潟県 市町村名 新潟市 151009自治体コード

弁護士謝礼

事業名

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士活用による相談窓口の高度化 251                   

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）

子ども消費者学習の講師育成

（既存）

（強化）

新規雇用相談員の研修参加

なし

事業名

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化）

なし

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

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）

（既存）

（既存）

（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）

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）

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

消費生活資料購入，クリヤホルダー作成，生活情報誌4,800部作成，雑誌などのメディアを活用，消費者教育冊子の小学校等への配布（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（強化）

（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） 生活情報誌１回７００部

（強化）

引き続き弁護士による相談員への助言を続ける

（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 弁護士による相談員への助言

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 11,778         

参加者数

-4,054         

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

実施形態

59,207           

うち交付金相当分対象経費

対象人員数計

千円

千円

うち交付金相当分対象外経費

千円

千円66,018           前年度の消費者行政予算（補正後最終予算）

9,021          

千円

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

54,240         

千円

千円

千円20年度差 前年度差50,186         千円うち交付金相当分対象外経費 29,279         

対象人員数
（報酬引上げ）

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

人

法人募集型

人日

実地研修受入人数 人

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

千円

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 20,907           

年間実地研修受入総日数

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。



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

②前年度における雇止めの有無

無

無

①前年度における首長表明の有無

人相談員総数

今年度末予定

前年度末

消費生活相談員の配置 前年度末

前年度末うち定数内の相談員

今年度末予定

今年度末予定

相談員数

相談員数

人

人

1      

相談員数

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

9      

人

10    相談員総数 人 今年度末予定10    

○ なし（ただし経験年数による月額１，６００円の増給あり）

前年度末

処遇改善の取組

9      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

①報酬の向上

○

人

④その他

旅費・宿泊支給継続

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 長岡市 自治体コード 152021 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 消費生活相談員研修参加支援 495               99                    旅費、資料代

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）

・消費者教育講座開催
・啓発物品等購入及び啓発用広告掲載

1,142            463                   
・講師謝金及び旅費
・啓発物品購入代及び広告掲載料

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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 - 1,637            562                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員研修、講座に既存経費で参加

（強化） 相談員資格取得のための研修及び相談員専門研修等への参加経費を支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 啓発用チラシ等は既存経費で作成

（強化） 中学生向け及び高齢者向け消費生活読本や啓発グッズの購入、生活情報紙への啓発用広告掲載

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 18,321           千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 21,224           千円

うち交付金相当分対象経費 2,994          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

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

うち交付金相当分対象外経費 18,230         千円

今年度の消費者行政予算 18,279           千円

千円 前年度差 -513           千円

うち交付金相当分対象経費 562             千円

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

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

うち交付金相当分対象外経費 17,717         千円 20年度差 -604           



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修会、講座参加のための旅費等の支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 上越市 自治体コード 152226 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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）
国民生活センター、県消費生活センター等の相談員及び
行政職員向け研修の参加旅費

92                 92                    旅費

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）

消費生活講演会講師謝金、啓発用パンフレット等の購入 230               230                   報償金、消耗品費、印刷製本費

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

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

合計 - 322               322                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員の研修参加支援（未受講の専門分野の知識等を習得する。）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化）
悪質商法被害防止用のパンフレット等を購入し、出前講座や高齢者、町内会などに配布
消費者団体との連携による消費者問題への関心を喚起するための消費生活講演会の開催

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 6,774            千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 6,198            千円

うち交付金相当分対象経費 354             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

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

うち交付金相当分対象外経費 5,844          千円

今年度の消費者行政予算 6,158            千円

千円 前年度差 -8               千円

うち交付金相当分対象経費 322             千円

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

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

うち交付金相当分対象外経費 5,836          千円 20年度差 -938           



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 三条市 自治体コード 152048 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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）
専門相談員や相談担当職員のレベルアップを図るため、
国民生活センター等への研修に参加する。

201               201                   相談員等の研修旅費及び研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
専門の消費生活相談に対応する相談員を配置し、各種
消費生活相談に対応する。

2,810            2,809                消費生活相談員雇用のための報酬

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）

消費者トラブルに対する知識や備えなどのリーフレットな
どを消費者相談窓口や公共施設等に設置するとともに、
各種講演会等で配布し啓発を行う。また、啓発資料作成
のための教材を購入する。

50                 50                    啓発用リーフレット及び啓発のための教材等消耗品の購入

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

毎月弁護士による無料消費生活相談会を実施する。 324               324                   消費生活無料弁護士相談開催のため委託料

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

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 - 3,385            3,384                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が主催する各種研修会に参加し、相談員及び相談担当職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） なし

（強化） 専門の消費生活相談に対応する相談員を配置し、各種消費生活相談に対応する。

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

（既存） 関係機関のリーフレット等を公共施設に設置し、消費生活相談などで必要により配布している。

（強化） 消費者トラブルに対する知識や備えなどに関するリーフレットなどを購入し、公共施設等に設置するとともに各種講演会等で配布する。

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

（既存） なし

（強化） 毎月弁護士による無料消費生活相談会を実施し、悪徳商法や多重債務など深刻な相談に対応する。

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

（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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,830                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,809                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 78                 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 3,947            千円

うち交付金相当分対象経費 3,481          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 466             千円

今年度の消費者行政予算 3,638            千円

千円 前年度差 -212           千円

うち交付金相当分対象経費 3,384          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,809            千円

うち交付金相当分対象外経費 254             千円 20年度差 176             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修旅費等支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

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）

20,996              

9,176                

1,200            

土曜日の窓口開設、相談員増員

-

平成 26 年度

500               

消費生活センターコピー機リース料
相談室拡張改修

交付金相当分対
象経費

対象経費

9,176            

10,120           

相談員の県内、県外の研修参加支援（５名）

事業の概要

消費生活センターコピー機リース料
相談室拡張改修

500                   

事業経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

相談時間の延長・増員

啓発物品作成
出前講座の実施

被害防止のための啓発物品配布（1000）、出前講座の実施（200）1,200                

相談員研修参加支援

20,996           -

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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

都道府県名 新潟県 市町村名 柏崎市 153079自治体コード

事業名

10,120              

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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）

（強化）

相談員４名

相談員等の県内、県外の研修参加支援（６名）

相談員の県内、県外の研修参加支援（４名）

相談員２名

事業名

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

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）

（既存）

（既存）

（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）

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）

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）

市民向け悪質商法被害防止のためのチラシ等配布・出前講座の実施（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（強化）

（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） なし

（強化） 引き続き消費生活センターにコピー機を設置するとともに、新たに消費生活センターの拡張改修を行う。

（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）

消費生活センターにコピー機設置

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 8,120          

6       

参加者数

-528           

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

実施形態

23,679           

うち交付金相当分対象経費

対象人員数計

千円

千円

うち交付金相当分対象外経費

千円

千円11,331           前年度の消費者行政予算（補正後最終予算）

20,996         

千円

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

3,211          

千円

千円

千円20年度差 前年度差2,683          千円うち交付金相当分対象外経費 -586           

対象人員数
（報酬引上げ）

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

人

法人募集型

人日

5,097                      6       

実地研修受入人数 人

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

年間研修総日数

9,176                      

千円

追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 3,269            

年間実地研修受入総日数

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。



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

②前年度における雇止めの有無

有

無

①前年度における首長表明の有無

人相談員総数

今年度末予定

前年度末

消費生活相談員の配置 前年度末

前年度末うち定数内の相談員

今年度末予定

今年度末予定

相談員数

相談員数

人

人

相談員数

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

人

4      相談員総数 人 今年度末予定4      

前年度末

処遇改善の取組

4      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

①報酬の向上

○

人

④その他

研修旅費の確保

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 新発田市 自治体コード 152064 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 相談員研修参加支援 64                 64                    費用弁償、受講負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬 3,075            1,537                報酬

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

中学生対象の消費者講座の開催。啓発用回覧版等の印刷 600               584                   講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、手数料

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）

司法書士による消費生活相談窓口を解説し、契約トラブル
多重債務等の相談に対して、司法書士から指導・助言

389               389                   委託料

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

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 - 4,128            2,574                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 担当職員の国民生活センターへの研修参加。

（強化） 専任相談員（新任）が国民生活センターの研修会を受講し相談業務の情報・知識を習得する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専任の相談員及び職員のダブル体制により相談業務の充実を図る。ＰＩＯ-ＮＥＴへの適時情報入力に努める。

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

（既存） 悪質商法被害予防等のチラシ配布。

（強化）
若年層からの消費者教育として中学３年生を対象とした消費者講座の開催。成人式等で啓発物の配布を行い被害予防に努める。
回覧版を作成し供覧する。

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

（既存） なし

（強化）
司法書士による消費生活相談窓口を開催し、契約トラブルや多重債務等の相談に対し、司法書士から指導や助言を受けながら問題解決力
を向上させる。

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

（既存）

（強化）

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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

9       4,320                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

9       3,075                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 164               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 34,249           千円

うち交付金相当分対象経費 12,458         千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 21,791         千円

今年度の消費者行政予算 4,128            千円

千円 前年度差 -20,237       千円

うち交付金相当分対象経費 2,574          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 1,537            千円

うち交付金相当分対象外経費 1,554          千円 20年度差 1,390          



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 相談員数 3      人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 7      人

9      人

相談員数 2      

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催による研修会出席に係る費用弁償、研修負担金

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 小千谷市 自治体コード 152081 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 相談員、行政職員の研修会参加支援 80                 80                    旅費、消耗品費（受講料）

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）

啓発用冊子・チラシ・物品の購入、啓発チラシ作成、出前
講座用スクリーン・レーザーポインターの購入

230               230                   
消耗品費（冊子・チラシ・物品購入、啓発用チラシ作成用消耗
品）、備品購入費（スクリーン・レーザーポインター購入）

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

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

合計 - 310               310                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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） 例年開催の県や県消費生活センター主催の研修会への参加のみ支援。

（強化） 上記以外の研修会への参加を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 啓発用冊子・チラシ・物品の購入、チラシ作成用消耗品の購入、出前講座用スクリーン・レーザーポインターの購入。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,018            千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,356            千円

うち交付金相当分対象経費 410             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 946             千円

今年度の消費者行政予算 1,251            千円

千円 前年度差 -5               千円

うち交付金相当分対象経費 310             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 941             千円 20年度差 -77             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費・受講料の支給

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 加茂市 自治体コード 152099 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 消費者行政担当職員の研修参加支援 284               284                   旅費、需用費

⑧消費生活相談体制整備事業 休日相談開催のための職員時間外手当 57                 57                    職員人件費

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

消費者被害防止啓発用パンフレット等作成・購入配布及
び図書資料購入

4,721            4,721                需用費、備品購入費

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

相談会弁護士費用 65                 65                    委託料

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

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 - 5,127            5,127                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当職員の県開催の研修参加

（強化） 消費者行政担当職員の県内外への研修参加を支援し担当職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） なし

（強化） 増加する相談に対応するため休日相談を開催（職員時間外手当）

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） 新成人（成人式にて配布）パンフレットの作成

（強化） 消費者被害防止啓発用パンフレット等を作成・購入（市内全戸配布等）、図書資料購入

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

（既存） 県共催による相談会を実施

（強化） 県共催による相談会を実施し消費者問題解決力の向上を図り、法律専門家との連携を強化する。

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

（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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       24                          

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       57                          

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 342               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 5,278            千円

うち交付金相当分対象経費 5,070          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 208             千円

今年度の消費者行政予算 5,335            千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 5,127          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 57                 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 208             千円 20年度差 -134           



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 十日町市 自治体コード 152102 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の広告 159               129                  消費生活相談広告料：129千円

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） 相談員の研修参加支援 107               52                    
旅費（研修等）：50千円
講習会等負担金：2千円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬等 2,942            1,472                
報酬：1200千円
共済費：189千円
旅費（通勤手当）：83千円

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

消費者教育のためのパンフレット等作成
消費生活移動相談室開催

100               100                  
消耗品：37千円
委託料：63千円

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

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

合計 - 3,308            1,753                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 窓口に関する住民への周知。

（強化） 窓口に関する住民への周知を続ける。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 研修参加の場合、旅費及び研修費の支援あり。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員の配置。

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）

（既存） なし。

（強化） 高齢者向けパンフレットや消費者問題啓発グッズの購入。消費生活移動相談室の開催。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      1,482                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      2,942                     

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 231               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 3,249            千円

うち交付金相当分対象経費 1,783          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,466          千円

今年度の消費者行政予算 3,308            千円

千円 前年度差 89              千円

うち交付金相当分対象経費 1,753          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 1,472            千円

うち交付金相当分対象外経費 1,555          千円 20年度差 1,324          



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○
１人当たりの研修参加費
平成22年度　旅費5,630円×５回（県内日帰り）、研修費なし。
平成26年度　旅費32,680円×３回（東京一泊二日）、研修費3,000円×３回。

③就労環境の向上 ○
平成22年度　消費者協会に委託し、相談員として任用。（平成23年３月で委託契約終
了）
平成26年度　非常勤嘱託職員として任用。（平成23年４月から配置）

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

①報酬の向上 ○
平成22年度　日額2,750円（時給1,100円）
平成26年度　月額200,000円（時給1,666円）に増額（H24から）



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 見附市 自治体コード 152111 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 消費者行政担当者の県内外での研修参加 113               113                   研修旅費、研修教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の勤務日及び勤務時間の拡大 3,544            3,544                相談員報酬、社会保険料等

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

消費者被害防止のための講座・講演会の開催
啓発用パンフの購入

220               220                   事業委託料、パンフレット等購入・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）

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

合計 - 3,877            3,877                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 昨年に続き、国及び県主催の基礎研修や専門研修に参加することにより、相談員としての知識を深める。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 指定管理者から委託を受けた相談員が、週１回３時間の相談を１週間交代で対応。

（強化） 相談員の勤務日数及び勤務時間を拡大。

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

（既存） なし

（強化） 市民向け啓発講座や定期的な講演会の開催。消費者被害防止に向けたパンフレット等の購入配布を拡充。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       3,174                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       3,544                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 313               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 4,363            千円

うち交付金相当分対象経費 3,658          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 705             千円

今年度の消費者行政予算 4,519            千円

千円 前年度差 -63             千円

うち交付金相当分対象経費 3,877          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 3,544            千円

うち交付金相当分対象外経費 642             千円 20年度差 329             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 相談員の県内外における専門的研修への参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 152129 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県 市町村名 村上市

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） 相談員の研修への参加支援 318               313                   研修会等参加旅費及び資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を配置し、業務を円滑に実施する 3,955            1,978                相談員１人分の報酬及び社会保険料

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）

消費者の自立支援と被害防止のための啓発及び講座の開催 570               470                   講座等で使用する啓発用リーフレット等の購入

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

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

合計 - 4,843            2,761                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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） 研修会等への参加は、旅費の関係で制限

（強化） 研修会等へ参加できるよう、旅費及び資料代を支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名

（強化） 相談員を１名増員し、２名体制とすることで、消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施する

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

（既存） なし

（強化） 消費生活講座参加者及び新成人、高齢者等への啓発リーフレット等の配布

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）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,464                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,978                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 2,202            千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 5,294            千円

うち交付金相当分対象経費 2,718          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,576          千円

今年度の消費者行政予算 5,133            千円

千円 前年度差 -204           千円

うち交付金相当分対象経費 2,761          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 1,978            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,372          千円 20年度差 170             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、負担金の支給

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 燕市 自治体コード 152137 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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）
県内外の消費者相談に関する研修に参加し、相談業務
にあたる行政職員のレベルアップを図る。

103               103                   

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）

高齢者被害防止等を中心としたリーフレットの作成・配布
や新手の悪徳商法の情報提供により、消費者への安全
確保のための事業を行う。

138               138                   

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

合計 - 241               241                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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） 県開催の研修会に参加する。

（強化） 県内外の消費者相談等に関する研修会に参加し、行政職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）

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） 関係機関発行のリーフレット等を公共施設に設置する。

（強化）
悪質商法被害防止等のリーフレットを用意し、各種講演会や高齢者関係機関等で配布し啓発を図る。
高齢者被害防止の強化として高齢福祉担当課、包括支援センター、消費生活サポーターと連携し、高齢者集会等でも被害防止の啓発
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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 22                 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 189               千円

うち交付金相当分対象経費 189             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 241               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 241             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -22             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 糸魚川市 自治体コード 152161 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 相談員等研修参加支援 116               116                   旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 1,114            1,045                賃金

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

啓発用チラシ作製 138               137                   チラシ作製費

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

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

合計 - 1,368            1,298                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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） 兼任職員が年１回程度の研修を受けている。

（強化） 相談員及び兼任職員のスキルアップのために必要な研修を受講する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談窓口開設にあたり、相談員を雇用する。

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

（既存） 消費者被害防止のための出前講座を開催してる。

（強化） 既存の出前講座に加え、各戸訪問を実施し啓発パンフレットを配布する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,144                      

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                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 180               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,555            千円

うち交付金相当分対象経費 1,313          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 242             千円

今年度の消費者行政予算 1,557            千円

千円 前年度差 17               千円

うち交付金相当分対象経費 1,298          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,045            千円

うち交付金相当分対象外経費 259             千円 20年度差 79               



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 妙高市 自治体コード 152170 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 職員によるレベルアップのための研修参加 13                 13                    研修会参加費

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）

消費者被害防止のための啓発活動、消費生活講座の開催 100               100                   消費生活講座開催

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

消費生活・多重債務相談会の開催 63                 63                    消費生活・多重債務相談会弁護士謝礼

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

合計 - 176               176                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談における基礎研修を実施

（強化） 消費生活相談における職員のレベルアップを図るための研修に参加するなど、市民からの相談に対する満足度を高める

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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） 市民向け消費生活講座を開催している

（強化） 消費生活講座の開催を通じて、積極的に啓発活動を展開する

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） 年1回、上越地域3市（上越・糸魚川・妙高）合同で多重債務相談会を開催している

（強化） 当市単独で実施している休日の消費生活・多重債務相談会の内容を充実させる

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

（既存）

（強化）

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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 108               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 239               千円

うち交付金相当分対象経費 239             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 176               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 176             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -108           



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 五泉市 自治体コード 152188 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談窓口の賃借料、事務所の改修、事務用機器の購入、
執務参考資料購入

247               247                   事務所の賃料、備品購入費、消耗品費、修繕料

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） 担当職員・相談員の研修参加支援 117               117                   旅費、消耗品費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の賃金、 1,567            1,567                賃金

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

啓発用チラシ等の購入 70                 70                    消耗品費

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）

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

合計 - 2,001            2,001                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談窓口の体制整備。

（強化） 引き続き消費生活相談窓口の体制整備を続ける。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国・県等が開催する研修に、担当職員や相談員が参加できるよう旅費を支援。

（強化） 引き続き、国・県等が開催する研修に、担当職員や相談員が参加できるよう旅費を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置。

（強化） 相談日数を増やし、消費生活センターとして拡充を図る。

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

（既存） 高齢者向け消費者被害防止のチラシ等の購入、啓発出前講座の実施。

（強化） 引き続き、高齢者向け消費者被害防止のチラシ等の購入、啓発出前講座を実施する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,370                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,567                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 100               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 685               千円

うち交付金相当分対象経費 523             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 162             千円

今年度の消費者行政予算 2,031            千円

千円 前年度差 -132           千円

うち交付金相当分対象経費 2,001          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 1,697            千円

うち交付金相当分対象外経費 30               千円 20年度差 -70             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 相談員の更なる資質向上のため、研修等への参加を支援する。

③就労環境の向上 ○ 通勤費相当額の支給

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

①報酬の向上 ○
日々雇用から、臨時職員として賃金の向上を図る。
日給4,500円⇒時給1,100円（5.5h勤務、6,050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）

市町村名 阿賀野市 自治体コード 152234 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 行政職員、相談員の県内外での研修参加支援 145               101                   旅費、研修会参加資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 777               776                   非常勤の消費生活相談員を配置するための賃金

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

消費者被害防止のための広報啓発 369               323                   広報紙での啓発記事印刷代、啓発小冊子購入代、啓発用消耗品

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

合計 - 1,291            1,200                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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） 活性化補助金以前は、旅費のかからない県内での研修に限定していた。

（強化） 消費者行政に係る技量を上げるため、複数回、特に国民生活センター主催研修に、行政職員等が参加できるよう、旅費、資料代を支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 活性化補助金以前は、職員が他業務との兼務の中で対応していた。

（強化） 非常勤相談員を１名配置し、また相談日を増やし、増加する相談業務に対応する。

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

（既存） 活性化補助金以前は年１，２回の広報紙掲載であった。

（強化） 消費者行政に係る被害防止等の啓発、高齢者向け啓発小冊子の購入、啓発物品の購入費

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       924                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       776                        

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 103               千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,653            千円

うち交付金相当分対象経費 1,605          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 48               千円

今年度の消費者行政予算 1,291            千円

千円 前年度差 43               千円

うち交付金相当分対象経費 1,200          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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 776               千円

うち交付金相当分対象外経費 91               千円 20年度差 -12             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等への研修会参加

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 有

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）

市町村名 佐渡市 自治体コード 152242 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの機能拡充 830               830                   センター周知物品作成

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 相談窓口の機能強化 402               402                   弁護士活用事業

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修等への参加 90                 90                    研修旅費

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）

消費者被害防止のための啓発 1,178            1,178                消費者啓発事業

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

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

合計 - 2,500            2,500                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務参考資料購入

（強化） 消費生活センターをさらに周知するための物品の作成

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 弁護士等による相談員への助言

（強化） 引き続き弁護士等による相談員への助言を続ける

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政に係る研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ファイルの作成

（強化） 引き続き啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成および、広報資料購入、消費者教育・啓発に必要な教材作成

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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

※Ｈ２０の広義の最終予算に修正

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 2,939            千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 5,565            千円

うち交付金相当分対象経費 2,500          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,065          千円

今年度の消費者行政予算 5,535            千円

千円 前年度差 -30             千円

うち交付金相当分対象経費 2,500          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,035          千円 20年度差 96               



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 魚沼市 自治体コード 152251 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 担当職員の消費者相談研修受講 44                 44                    旅費等41、負担金3

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）

消費者トラブル防止啓発パンフレット配布、消費者トラブル 366               366                   啓発チラシ購入等186、出前講座講師謝金180

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

消費者問題・多重債務相談会 110               110                   県弁護士会派遣委託料90、司法書士謝礼20

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

合計 - 520               520                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談職員レベルアップのための専門研修受講

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 消費者トラブル防止啓発パンフレット配布、消費者トラブル防止出前講座の実施

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

（既存） なし

（強化） 消費者問題・多重債務相談会

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 80                 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,008            千円

うち交付金相当分対象経費 913             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 95               千円

今年度の消費者行政予算 615               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 520             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 95               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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 南魚沼市 自治体コード 125569 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 相談員の研修参加支援 210               210                   県内外の研修等の参加及び資料購入にかかる費用

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）

啓発チラシ等作成 178               178                   啓発チラシ等の作成・配布にかかる費用

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）

弁護士による消費生活無料法律相談 347               347                   弁護士委託料

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

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 - 735               735                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内研修のみ参加

（強化） 県内外の研修等に参加及び必要資料の購入にかかる費用

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 機材不足により回数制限。啓発資料は自前白黒印刷

（強化） 目につきやすく、分かりやすい啓発チラシの作成・配布にかかる費用

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

（既存） なし

（強化） 弁護士による無料消費生活法律相談会を実施

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

（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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 3,752            千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 7,309            千円

うち交付金相当分対象経費 3,719          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,590          千円

今年度の消費者行政予算 4,469            千円

千円 前年度差 144             千円

うち交付金相当分対象経費 735             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,734          千円 20年度差 -18             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数

相談員数 3      人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 県内外の研修等への参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 3      

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 胎内市 自治体コード 152277 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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）

司法書士による無料相談会の開催 389               389                   消費生活相談業務委託料(389)

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

合計 - 389               389                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 月1回の司法書士による無料相談会の開催

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 1,302            千円

うち交付金相当分対象経費 1,302          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 389               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 389             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 聖籠町 自治体コード 153079 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 専門家の活用 43                 43                    弁護士等への謝礼

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） 消費生活及び行政職員向けの研修参加支援を行う 148               148                   研修時の旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の確保 2,435            2,435                相談員の報酬、費用弁償、社会保険料等

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

消費者被害防止のための啓発 50                 50                    啓発パンフレットの作成

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

移動法律相談会 65                 65                    弁護士の謝礼

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

合計 - 2,741            2,741                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士等の専門家からの講演により、消費生活相談の機能強化を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国セン開催の研修等に相談員が3回、行政相談員が年1回程度参加できるように旅費等支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） あらゆる相談にすばやく対応するために相談員を１名雇用

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パンフレットを作成

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

（既存） なし

（強化） 年に数回、専門家である弁護士を町に呼び、被害にあった消費者に対して法律相談会を開催する。

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

（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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,440                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,435                      

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 3,594            千円

うち交付金相当分対象経費 3,204          千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

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

うち交付金相当分対象外経費 390             千円

今年度の消費者行政予算 2,972            千円

千円 前年度差 -159           千円

うち交付金相当分対象経費 2,741          千円

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

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

うち交付金相当分対象外経費 231             千円 20年度差 231             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国セン主催の研修等に相談員が参加できるよう支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 田上町 自治体コード 153613 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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

悪徳商法被害防止を主とした消費者への啓発 300               300                   冊子印刷代

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）

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

合計 - 300               300                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 高齢者対象の悪徳商法被害防止を主とした消費者への啓発を強化

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

うち交付金相当分対象経費 千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 300               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 300             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 阿賀町 自治体コード 153851 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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）

配布用啓発グッツの購入 260               250                   消耗品費

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）

弁護士相談会開催 72                 71                    報償費

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

合計 - 332               321                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 各種イベント、講座等で配布する注意喚起用グッツの購入。

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

（既存） なし

（強化） 地域における消費者問題解決強化のための弁護士相談会を開催する。

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

（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）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 525               千円

うち交付金相当分対象経費 523             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2                千円

今年度の消費者行政予算 332               千円

千円 前年度差 9                千円

うち交付金相当分対象経費 321             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 11               千円 20年度差 11               



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 出雲崎町 自治体コード 154059 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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、一般・高齢者・若者向けパンフレットを作成し、町民へ配布す
る啓発運動を実施。もしくは講師をむかえての講演会の開催。 400               400                   

一般・高齢者・若者向けパンフレットの作成
もしくは、講師をむかえての講演会

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

合計 - 400               400                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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、一般・高齢者・若者向けパンフレットを作成し、町民へ配布する啓発運動を実施。もしくは講師をむかえての講演

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 400               千円

うち交付金相当分対象経費 400             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 400               千円

千円 前年度差 -                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

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 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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 湯沢町 自治体コード 154610 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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）

啓発パンフ作成、配布 328               328                   
パンフ購入300
新聞折込28

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

合計 - 328               328                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止啓発パンフを町内各世帯へ配布することで、意識の高揚を促し、被害を未然に防ぐ。

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

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

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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） -                  千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 272               千円

うち交付金相当分対象経費 272             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

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

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 328               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 328             千円

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

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

うち交付金相当分対象外経費 -                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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 津南町 自治体コード 154822 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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

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

消費者向け啓発シールの作成、配布 137               137                   広報資料作成費

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）

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

合計 - 137               137                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者向け啓発シールの作成、配布により、被害防止、啓発の強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 14                 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 107               千円

うち交付金相当分対象経費 93               千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 14               千円

今年度の消費者行政予算 151               千円

千円 前年度差 -                千円

うち交付金相当分対象経費 137             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 14               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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

市町村名 刈羽村 自治体コード 155047 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 新潟県

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） 行政担当職員の県内研修参加支援 20                 10                    行政職員旅費

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）

消費者被害防止のための啓発資料作成 181               150                   啓発パンフレット等作成

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）

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

合計 - 201               160                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修に行政担当職員を年３回参加できるよう旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（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資料作成（パンフレット等）

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）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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
（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

平成20年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 59                 千円

前年度の消費者行政予算（補正後最終予算） 197               千円

うち交付金相当分対象経費 160             千円

H26 地方消費者
行政の現況調査
で報告する
平成２５年度最終
予算（広義）と一
致します。

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 37               千円

今年度の消費者行政予算 209               千円

千円 前年度差 12               千円

うち交付金相当分対象経費 160             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 49               千円 20年度差 -10             



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 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

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

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

①報酬の向上


