
市町村事業実施計画書

０．基本データ

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

合計 - 878               878                   -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者教育にかかわる経費 212               212                   出前講座講師謝礼、啓発用備品

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
国民生活センター実施の研修に対して、相談員の参加を
支援するための旅費を支給する。

666               666                   研修参加に必要な旅費及び研修費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 山口県 市町村名 下関市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 352012 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者リーダーや消費生活相談有資格者による出前講座を実施。　また、啓発のための備品購入。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 下関市で計上した予算内にて研修に参加（不足の場合は自費参加）

（強化） 国民生活センターが開催する研修に相談員等が参加できるよう支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -282           千円うち交付金相当分対象外経費 11,045         千円 20年度差 -1,346         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 11,923           千円

うち交付金相当分対象経費 878             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 11,327         千円

うち交付金相当分対象経費 609             千円

千円

前年度の消費者行政予算 11,936           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 12,391           

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加に必要な旅費及び研修費の支給

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

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

4      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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



市町村事業実施計画書

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 352021 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 山口県 市町村名 宇部市

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） 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・助言 130               129                   顧問弁護士報酬

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、消費者行政担当者の研修旅費支援 506               505                   旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 ＰＩＯ－ＮＥＴ入力従事者を配置 182               181                   ＰＩＯ－ＮＥＴ入力従事者報酬

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）

消費者被害の未然防止のための消費生活センターの周
知、子どもから高齢者まで各年代ごとに消費者教育の啓
発や推進を図る。

2,008            2,007                
・地元情報誌やラジオ局への消費生活センター広告料
・ラッピングバスによる消費生活センター広告料
・中学生へ消費生活啓発冊子の作成料

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 - 2,826            2,822                -



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） 複雑、多岐にわたる消費生活相談の解決を図るために、相談員が弁護士の指導、助言が受けることができるよう弁護士顧問契約を結ぶ

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） 本市で計上した予算内にて研修に参加

（強化） 国民生活センター等の研修に相談員が参加できるよう旅費及び負担金を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者庁への情報通知を迅速に行えるよう、ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの入力業務に従事する者を雇う

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

（既存） 出前講座等の依頼があった場合に啓発を行う

（強化）
地元情報誌やラジオ局、ラッピングバスによる消費生活センターの啓発活動の充実。中学生へ消費生活啓発冊子を配布することにより
小さいときから悪質商法に会わないように注意喚起する。

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）

3       210                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       181                        

平成20年度の消費者行政予算 2,409            千円

前年度の消費者行政予算 9,512            千円

うち交付金相当分対象経費 7,025          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,487          千円

今年度の消費者行政予算 5,181            千円

うち交付金相当分対象経費 2,822          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 182               千円

うち交付金相当分対象外経費 2,359          千円 20年度差 -50             千円 前年度差 -128           千円



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 6      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

6      人

相談員数 4      

相談員数 2      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県その他の消費者団体が主催する研修会への参加支援

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 352039 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 山口県 市町村名 山口市

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） 顧問弁護士による問題解決に向けた指導、助言 360               360                   顧問弁護士委託料

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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研修旅費支援 381               227                   研修旅費、研修参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員を１人増員（平成23年度から） 2,186            1,093                相談員の報酬、通勤手当、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）

消費生活支援員及び消費生活推進リーダーの育成
出前講座の内容及び資料等の充実、地域のまつりでの
啓発活動

1,296            1,016                出前講座等で使用する啓発用物品の作成、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 - 4,223            2,696                -



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） 顧問弁護士による問題解決に向けた指導・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）

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） ２回（担当職員１人、相談員１人）の研修参加、他の消費者行政担当者等については自費参加

（強化） 県及び国民生活センターが開催する研修会等に、すべての消費者行政担当者が参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を2人配置

（強化） 相談件数の増加やＰＩＯ－ＮＥＴ導入による事務量の増加のため、相談員を１人増員（平成13年度から）

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

（既存） 消費生活推進員等による出前講座の実施

（強化） より専門性を有する消費生活推進リーダーの養成、出前講座の内容・資料等の充実、地域のまつり等での啓発活動

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

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者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       1,479                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,186                      

平成20年度の消費者行政予算 4,314            千円

前年度の消費者行政予算 7,852            千円

うち交付金相当分対象経費 1,523          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 6,329          千円

今年度の消費者行政予算 9,038            千円

うち交付金相当分対象経費 2,696          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 6,342          千円 20年度差 2,028          千円 前年度差 13               千円



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 3      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修会への参加

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

０．基本データ

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

合計 - 3,800            3,800                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者セミナー開催、啓発グッズ・パンフレット作成配布等 1,490            1,490                講師謝金・旅費、パンフレット・啓発グッズ費用

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）

⑦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・相談員の研修への参加の支援 243               243                   旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬 2,067            2,067                

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 山口県 市町村名 萩市 自治体コード 35044 平成 26



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者を対象にした啓発のためのセミナーを年1回開催

（強化） 開催回数を増加するとともに、新たに作成したパンフレット・啓発グッズを配布する。

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）

⑦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） 国民生活センター等開催の研修会に参加するための旅費を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員1名

（強化） 消費生活相談員を1名増員し、2名体制とするとともに勤務日数の拡大を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 5                千円うち交付金相当分対象外経費 1,287          千円 20年度差 35               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 5,087            千円

うち交付金相当分対象経費 3,800          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

うち交付金相当分対象外経費 1,282          千円

うち交付金相当分対象経費 3,800          千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,082            千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,067                      

平成20年度の消費者行政予算 1,252            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,536                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員が研修に参加するための旅費を支援する。

③就労環境の向上 ○ 報酬額の増、勤務日数の増及び社会保険の適用

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬アップ

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

2      人

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

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



市町村事業実施計画書

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 352063 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 山口県 市町村名 防府市

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・担当職員の研修参加支援 302               302                   旅費・参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員１名増員 1,900            1,900                報酬、社会保険料（雇用保険料被保険者負担分を除く）

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,202            2,202                -



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） 県主催の研修に年２回程度参加支援

（強化） 消費生活相談に係る専門研修等への参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 消費生活相談員を１名増員し、２名体制とする。

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）

（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）

1       1,395                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,900                      

平成20年度の消費者行政予算 2,076            千円

前年度の消費者行政予算 4,561            千円

うち交付金相当分対象経費 2,042          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,519          千円

今年度の消費者行政予算 4,719            千円

うち交付金相当分対象経費 2,202          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 1,900            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,517          千円 20年度差 441             千円 前年度差 -2               千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費・負担金の支援

③就労環境の向上 ○ 執務参考書の購入

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



市町村事業実施計画書

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 352071 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 山口県 市町村名 下松市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） センター周知 87                 87                    路線バスの車内アナウンスによるセンター周知

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 高度に専門的な消費者相談への対応力の強化 120               120                   弁護士による研修会講師謝金（１回２時間・年６回）

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 437               400                   旅費、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）

消費者被害未然防止のための冊子作成、講演会の開催 678               663                   啓発パンフレット等の作成、講演会講師謝金

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

⑪地域社会における消費者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 - 1,322            1,270                -



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） 消費生活センター設置（平成21年4月）に伴う事務所の整備

（強化） 路線バス車内放送によるセンター周知

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） 高度に専門的な消費者相談への対応力を強化するため弁護士を活用

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1名の県内旅費のみ支援

（強化） 相談員及び相談担当職員の研修参加旅費の支援

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） 消費者被害未然防止のための冊子、啓発グッズ等の作成及び講演会の開催

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 2,865            千円

前年度の消費者行政予算 6,670            千円

うち交付金相当分対象経費 1,350          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,320          千円

今年度の消費者行政予算 6,627            千円

うち交付金相当分対象経費 1,270          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 5,357          千円 20年度差 2,492          千円 前年度差 37               千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費の支援額を増額

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 352088 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 山口県 市町村名 岩国市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
周知・啓発用グッズ、小冊子の作成、配布と新聞折込広
告への掲載。ケーブルテレビＣＭの作成・放送。高速バス
での車内放送。

2,384            2,384                小冊子・グッズ購入費及び配送料、CM作成放送費、広告掲載料

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
解決困難事案・相談事例検討・法的解釈等における弁護
士による指導・助言

66                 66                    弁護士等謝金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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、相談業務担当行政職員の研修への参加支援 794               794                   旅費、研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
消費相談員の勤務時間の拡大（２名）及びPIO入力補助
員として、臨時職員を雇用。

2,310            2,310                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）

出前講座等へ消費者団体に講師依頼した際の謝金 30                 30                    講師謝金

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

⑪地域社会における消費者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 - 5,584            5,584                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） センター周知・啓発用グッズ、チラシの作成、配布。ＣＭを作成しケーブルテレビで放送。高速バスでの車内放送。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 相談員・行政職員が弁護士から解決困難事案・相談事例検討・法的解釈等について指導・助言を受け、高度専門的な対応力を強化する

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

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） 広島市で開催される研修への参加支援のみ

（強化） 国民生活センターが実施する関東地区等遠方での研修等に相談員及び担当職員が参加できるよう旅費および研修負担金を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名（週24時間勤務・週4日勤務）

（強化） 相談員１名の勤務時間を週29時間・週4日勤務に拡充する。ＰＩＯネット入力補助員として、臨時職員を雇用する。

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） なし

（強化） 出前講座等へ消費者団体に講師依頼した際の謝金。

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

（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       2,131                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,310                      

平成20年度の消費者行政予算 1,793            千円

前年度の消費者行政予算 7,775            千円

うち交付金相当分対象経費 4,524          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 3,251          千円

今年度の消費者行政予算 8,833            千円

うち交付金相当分対象経費 5,584          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 2,310            千円

うち交付金相当分対象外経費 3,249          千円 20年度差 1,456          千円 前年度差 -2               千円



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 12    人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 10    人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 2      人

12    人

相談員数 10    

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額報酬を増額

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 遠方で開催される研修参加のための旅費を支給

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 352101 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 山口県 市町村名 光市

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） 相談員の県内・県外での研修参加支援 149               149                   研修旅費、参加費（資料代等）

⑧消費生活相談体制整備事業
平成21年度雇用の相談員及び平成25年度雇用の相談
員各1名を継続雇用

4,714            4,026                嘱託相談員の基本給、通勤手当、社会保険料（雇用主負担分）

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,863            4,175                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

平成21年度から相談員1名を雇用（22年度から通勤手当支給、23年度から報酬月額を増額）、24年度10月から相談員1名を追加雇用

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） 県や国民生活センターが開催する研修会に、消費生活相談員が参加できるよう旅費等を支給

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（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）

2       3,162                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       4,026                      

平成20年度の消費者行政予算 555               千円

前年度の消費者行政予算 5,221            千円

うち交付金相当分対象経費 4,339          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 882             千円

今年度の消費者行政予算 5,111            千円

うち交付金相当分対象経費 4,175          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 4,026            千円

うち交付金相当分対象外経費 936             千円 20年度差 381             千円 前年度差 54               千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターが開催する研修会に参加するための旅費等を支援

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 352110 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 山口県 市町村名 長門市

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強化と啓発促進 2,907            2,697                執務参考図書、広報掲載、庁用自動車、カラー複合機

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） レベルアップを図るための研修参加 386               386                   相談員及び担当職員の研修参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 1,889            1,889                相談員報酬、社会保険料、費用弁償

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

消費者被害防止の啓発活動 60                 60                    広告

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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 - 5,242            5,032                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活センター設置による機能強化と啓発活動の促進

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） 消費生活相談員及び担当職員のスキルアップのための研修会への参加旅費等の支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の継続雇用と処遇改善

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
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） 消費者トラブルに関する周知広告

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（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       1,488                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,889                      

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 4,915            千円

うち交付金相当分対象経費 4,915          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 5,242            千円

うち交付金相当分対象経費 5,032          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 210             千円 20年度差 210             千円 前年度差 210             千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修への参加旅費等

③就労環境の向上 ○ 効果的な啓発活動や迅速な相談対応を行うための備品購入

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



市町村事業実施計画書

０．基本データ

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

合計 - 3,912            3,912                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者啓発・教育に関するチラシ等の作成・配布等により
消費者意識の向上を図る。

1,729            1,729                チラシ等印刷製本費、消費者啓発・教育講座資料作成費

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
研修に参加することによって、消費者相談に必要な能力
を養成する。

171               171                   旅費、研修参加負担金、高速道路使用料

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の雇用を確保することによって、消費者
相談に対して迅速な対応やPIO－NETへの早急な入力を
行なえる体制を整える。

1,962            1,962                人件費、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

50                 50                    専門書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 山口県 市町村名 柳井市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書をセンターに備え付ける.。

自治体コード 352128 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化）
消費者啓発・教育のためのチラシ等を作成し、内容に応じて効果的に対象者へ配布する。消費者向け講座を開催する（主催講座の他、
公民館講座やいきいきサロン等において希望に応じて開催）。また、市民講師の育成、消費者リーダーのスキルアップを図る。

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）

⑦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の研修を活用し、多様化・複雑化する消費相談に対応できる能力を養成する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員（有資格者）を配置。月１７日勤務。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 専門書により消費者相談に必要な知識を確実に得る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 89               千円うち交付金相当分対象外経費 139             千円 20年度差 74               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 4,051            千円

うち交付金相当分対象経費 3,912          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 50               千円

うち交付金相当分対象経費 4,062          千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,112            千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,963                      

平成20年度の消費者行政予算 65                 

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       1,520                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修に参加するための経費を予算計上

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

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

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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



市町村事業実施計画書

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 352136 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 山口県 市町村名 美祢市　　

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
参考資料購入
パンフレット作成

83                 83                    需用費　８３

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 266               266                   旅費　246　　負担金　20

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 1,156            1,156                報酬　1,156

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,505            1,505                -



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） 研修等で配布された資料をもとに相談対応

（強化） 悪質商法も多様化してきているため、相談対応に必要な参考資料の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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） 予算の許す範囲で参加

（強化） 相談員養成に必要な研修へ積極的に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員及び行政職員が兼務で相談対応

（強化） 新たな分野の相談対応の実施

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
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）

1       1,395                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,156                      

平成20年度の消費者行政予算 609               千円

前年度の消費者行政予算 1,596            千円

うち交付金相当分対象経費 1,456          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 140             千円

今年度の消費者行政予算 1,635            千円

うち交付金相当分対象経費 1,505          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 130             千円 20年度差 -479           千円 前年度差 -10             千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 相談員養成に必要な研修への参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談対応に必要な書籍等の購入

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



市町村事業実施計画書

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 352152 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 山口県 市町村名 周南市

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） 弁護士を活用し消費生活相談対応力の強化 260               260                   弁護士から助言を受け相談対応力を強化

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修への参加支援 1,018            1,018                研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員2名の勤務日数の拡大 2,009            2,009                相談員の勤務日数の拡大

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）

消費者被害防止のための啓発・消費者教育の推進 3,254            3,254                
講演会の実施、啓発用印刷物、グッズ等、タクシー後部座席前
方掲示広告

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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 - 6,541            6,541                -



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） 専門知識を有する弁護士を活用し、消費生活相談への対応力を強化

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） 県開催研修への参加、国セン研修１名参加

（強化） 専門相談員及び相談担当職員全員の研修参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員３名のうち１名が１７日／月勤務、２名が１０日／月勤務

（強化） １０日／月勤務の相談員２名を、１７日／月勤務に拡大

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） 消費者被害防止のためのパンフレット作成等、講演会の実施、センター周知としてタクシー後部座席前方掲示広告

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（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       1,302                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       2,009                      

平成20年度の消費者行政予算 4,287            千円

前年度の消費者行政予算 8,374            千円

うち交付金相当分対象経費 3,940          千円

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

うち交付金相当分対象外経費 4,434          千円

今年度の消費者行政予算 11,029           千円

うち交付金相当分対象経費 6,541          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 2,009            千円

うち交付金相当分対象外経費 4,488          千円 20年度差 201             千円 前年度差 54               千円



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 6      人 今年度末予定 相談員総数

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

今年度末予定 相談員数 3      人

6      人

相談員数 3      

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する専門研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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）

3,240            

3,937                

3,240                

20                 

相談員の給料等（１名）

317                   

事業経費

平成 26 年度

317               

交付金相当分対
象経費

対象経費

相談員等の質を向上・維持させるため、専門的な事例を
扱う講習会等に参加する

消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費及び研修
費等

事業の概要

360               

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

増加する消費生活相談等に対応するため、引き続き相談
員を配置する

セミナーを開催し、市民の消費者力を向上させる セミナー開催講師謝礼20                    

-3,937            -

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 山口県 市町村名 山陽小野田市 352161自治体コード

法律専門家への助言業務委託料

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）
法律専門家の高度知識をかつようすることにより相談対応
力を強化する

360                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

相談員を１名配置し、今後増加する相談業務に対応する

県内開催で、旅費を必要としない研修に参加

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）

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）

（強化）

（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） （強化）

（強化）

（強化）

（既存）

市民向けのセミナーを開催し、市民の消費者力向上を目指す（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）

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）

法律専門家の助言を得ることにより、専門知識を必要とする相談への対応を強化する

（既存）

（強化）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

県外等で開催される専門的な事例を取り扱研修に参加できるよう旅費等を支援し、相談員等の資質維持及びレベルアップを図る

なし

（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 4,593          

-498           

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

1       

参加者数

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

千円

千円

千円

研修参加・受入要望

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

年間研修総日数

350               

778             

千円

324               

4,217            

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5,371            前年度の消費者行政予算

3,937          

千円

千円20年度差 216             

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

人

法人募集型

人日

1,891                      1       

実地研修受入人数 人

人日

追加的総業務量（総時間）

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 3,240            

3,240                      

千円

追加的総費用

前年度差280             

平成20年度の消費者行政予算 64                 

千円うち交付金相当分対象外経費



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

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

人

1      相談員総数 人

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

今年度末予定1      

人

人

相談員数

○

○ 待遇を任期付職員へ変更

前年度末

処遇改善の取組

1      

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

今までは県内で開催され、かつ経費を必要としない研修に限られていたが、必要な研修に

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業実施計画書

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 353051 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 山口県 市町村名 周防大島町

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）

町民全般を対象とした悪質商法・振込め詐欺・多重債務
等の被害防止を目的とした講習会・相談会を開催

120               120                   講習会・相談会の実施に係るファイナンシャルプランナー講師料

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 - 120               120                   -



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） 町民全般を対象とした講習会・相談会を開催し、悪質商法・振込め詐欺・多重債務等の被害を防止する。

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）

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 52                 千円

前年度の消費者行政予算 490               千円

うち交付金相当分対象経費 398             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 92               千円

今年度の消費者行政予算 212               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

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 92               千円 20年度差 40               千円 前年度差 -                千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 353434 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 山口県 市町村名 田布施町

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） 県実施の研修に対して担当職員の参加旅費 5                  5                      担当者職員研修参加旅費

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）

高齢者等向けの悪質商法被害防止パンフレット等の作成 265               265                   パンフレット作成

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

⑪地域社会における消費者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 - 270               270                   -



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） 県が開催する研修会に兼務行政職員が参加できるよう１０回分の旅費を支給

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） なし

（強化） 高齢者等向けの悪質商法被害防止のための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）

（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 65                 千円

前年度の消費者行政予算 345               千円

うち交付金相当分対象経費 270             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 75               千円

今年度の消費者行政予算 345               千円

うち交付金相当分対象経費 270             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 75               千円 20年度差 10               千円 前年度差 -                千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

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



市町村事業実施計画書

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 355020 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 山口県 市町村名 阿武町

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）

消費者被害防のための啓発 55                 55                    啓発講座に係る啓発グッズ、資料作成経費

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

⑪地域社会における消費者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 - 55                 55                    -



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） 悪質商法被害防止のための啓発講座で使用する資料及び啓発グッズ作成

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）

（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 60                 千円

前年度の消費者行政予算 93                 千円

うち交付金相当分対象経費 33               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 60               千円

今年度の消費者行政予算 115               千円

うち交付金相当分対象経費 55               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 60               千円 20年度差 -                千円 前年度差 -                千円



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 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

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


