
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田 市町村名 秋田 自治体コード 052019

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員等のレベルアップのための研修参加拡大
【交付金】

563 462 101 研修参加旅費

消費生活相談員１名の配置【交付金】 2,329 1,358 971 消費生活相談員報酬、社会保険料

消費生活の未然防止を目的とした啓発と資料の
作成等【交付金】

948 484 464 啓発用グッズ、啓発用パンフレット等

3,840 2,304 1,536 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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）

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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

15,957               千円

3,840              千円

2,329                 千円

千円

3,590              千円

2,313                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 14,048               

1        2,329      

平成20年度の消費者行政予算 11,301               

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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        1,822  

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

10,458            

千円12,117            前年度差 1,659              千円うち交付金等対象外経費 20年度差 816                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催研修参加の継続

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 -            

相談員数

相談員数 -            

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

-            人 今年度末予定

今年度末予定

人

5            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 5            

人 今年度末予定 相談員数 -            

5            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 能代市 自治体コード 052027

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員の研修への参加支援【交付金】 228 111 117 研修参加旅費

相談員増員分（平成23年度～）人件費【交付金】 2,095 1,182 845 報酬1,806千円、共済費289千円

自動通話録音装置の購入 150 150 振込め詐欺見張隊（自動通話録音装置）

2,473 1,443 962 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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） 国セン等開催の研修に相談員が参加するための旅費を支援

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

平成23年度から消費生活相談員を1名増員し、2名体制とし、相談窓口の強化を図る。

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） なし

（強化） 特殊詐欺被害の未然防止のために高齢者世帯を中心に自動通話録音装置の貸し出しを行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員を1名配置

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

5,041                 千円

2,405              千円

2,027                 千円

千円

千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算

1        2,095      

平成20年度の消費者行政予算 1,419                 

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 - 人 実地研修受入人数 - 人

年間研修総日数 - 人日 年間実地研修受入総日 - 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        1,884  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

-                    

千円2,636              前年度差 2,636              千円うち交付金等対象外経費 20年度差 1,217              千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

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

人 今年度末予定

今年度末予定

人

2            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 2            

人 今年度末予定 相談員数

2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 横手市 自治体コード 052035

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談員等の研修参加【交付金】 116 90 26 研修参加旅費、負担金等

消費生活相談員人的体制の維持・充実【交付金】
（消費生活相談員増員H22年度～）

1,644 1,370 274 消費生活相談員1名分の人件費（報酬、共済費）

1,760 1,460 300 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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研修会に参加し、消費生活相談員等の資質向上を図る。

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）

平成22年度に増員した消費生活相談員1名を引き続き配置。

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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員1名体制。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

千円

3,287                 千円

1,760              千円

1,644                 千円

千円

2,101              千円

1,650                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

前年度の消費者行政予算 3,875                 

1        1,644      

平成20年度の消費者行政予算 1,846                 

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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        1,725  

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 -                       千円

1,774              

千円1,527              前年度差 -247               千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -319               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

④その他

時給30円増額

②研修参加支援 ○ 専門的な研修会等への参加旅費を支援

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

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

人 今年度末予定

今年度末予定

人

2            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 有

相談員総数 2            

人 今年度末予定 相談員数

2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 大館市 自治体コード 052043

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員のレベルアップのための研修参加旅費【交付
金】

474 254 155 - 
消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加す
るために必要な旅費

消費生活相談に係る人的体制の維持【交付金】 1,703 989 707 - 消費者行政担当者の配置

消費者被害の未然防止や拡大防止を図る事業【交付
金】

308 172 80 - 
市の広報誌へ消費者被害未然防止のための記事を掲
載
ポスター作成により消費者トラブルの拡大防止

ｓ

2,485 1,415 942 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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） 相談員の研修参加旅費（県内１回分）を支援している。

（強化）
相談員の研修参加旅費について、県外の研修参加や研修への参加回数の増加を支援している。また、行政職員の研修参加も支援しレベルアップを
図っている。

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）

平成23年10月に雇用した消費生活相談員を継続して雇用している。

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） 消費者トラブル防止のための啓発資料を作成し窓口へ設置。市の広報誌に特集を組み消費者被害の未然防止や拡大防止を図っている。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活専門の相談員の配置なし。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

千円

2,500                 千円

2,357              千円

1,696                 千円

千円

2,234              千円

1,701                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

前年度の消費者行政予算 2,234                 

1        1,696      

平成20年度の消費者行政予算 50                     

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        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        1,458  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 -                       千円

-                    

千円143                 前年度差 143                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 93                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他 ○ 県補助（光交付金分）により平成23年10月に増員した相談員1名を継続して雇用

②研修参加支援 ○
研修参加のための旅費を支援し、県内外の研修や弁護士との事例検討会などに5回を目
標に参加する予定。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 -            

相談員数

相談員数 -            

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

-            人 今年度末予定

今年度末予定

人

1            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 1            

人 今年度末予定 相談員数 -            

1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

661 561 100 - 

100 
新成人用パンフレット51,948円・高齢者用パンフレット
90,720円・広報印刷代351,864

消費生活相談員・担当職員の研修旅費等

消費生活相談員報酬割増経費 48 48 消費生活相談員1名の報酬割増分

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

28 年度052060

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員等の研修への参加 112 94 

消費者被害防止のための啓発 501 419 

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

⑫地域社会にお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）

都道府県名 秋田県 市町村名 男鹿市

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

自治体コード

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） あり

（強化） 消費生活相談員1名の報酬割増分

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）

（既存） なし

（強化） 若者向け消費生活についてのパンフレット（成人式）・高齢者向け啓発パンフレット（敬老会）・広報紙での啓発活動

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（国民生活センター開催の研修には、相談員が自費で参加）

（強化） 県・国民生活相談センター等が開催する研修には相談員等が参加できるように旅費、宿泊、日当等を支援

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）

（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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

49                  千円 前年度差 -112               千円

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費 20年度差千円1,456              

661                 

千円

千円

うち交付金等対象経費

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1,407                 

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）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

千円

千円

千円

千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

48                     

うち先駆的事業

千円48                     

1,568              

2,117                 

2,205                 

637                 

前年度の消費者行政予算 千円

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

①報酬の向上 ○

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

県及び国民生活センター等が開催する研修に積極的に参加できるように旅費等の支援

④その他

今年度末予定 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数

相談員数

相談員数

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

人相談員数人 今年度末予定 1            

前年度末

うち定数外の相談員 前年度末

人うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

②研修参加支援 ○

人

1            

人

報酬の引き上げ

人相談員数今年度末予定

③就労環境の向上



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 湯沢市 自治体コード 052078

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談員研修参加旅費・負担金 128 - 128 - 消費生活相談員等研修参加旅費・負担金

消費生活相談員報酬（１名分）
消費生活相談員報酬増額（１名分）

1,718 1,002 717 - 
消費生活相談員報酬（１名分）
消費生活相談員報酬増額（１名分）

啓発用パンフレット等購入
ＦＭラジオ啓発ＣＭ作成・放送

274 437 113 - 
啓発用パンフレット等購入
ＦＭラジオ啓発ＣＭ作成・放送

2,120 1,439 958 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 国民生活センター等が主催する県外研修に対しての旅費は支給しておらず、県内で開催される研修会への旅費を支給していた。

（強化） 相談員の専門知識習得、高度な相談対応のため、国民生活センター等で実施する研修への参加旅費を支援。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

21年度から相談員を１名増員し、相談時間を１時間30分拡大。（9:00～16:00→　8:30～17:00）
26年度から相談員2名体制での相談日を拡大（週2日→週3日）、相談員月額報酬の増額。

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

（既存） 市の広報番組、広報誌を活用し、消費者被害についての注意喚起を不定期に実施。

（強化） 消費者教育のための出前講座の実施。啓発パンフレット等購入。被害防止のための啓発ラジオＣＭの作成・放送。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員を１名配置。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

3,849                 千円

2,397              千円

1,718                 千円

千円

1,999              千円

1,545                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 3,822                 

2        1,718      

平成20年度の消費者行政予算 1,088                 

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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        1,470  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

1,823              

千円1,452              前年度差 -371               千円うち交付金等対象外経費 20年度差 364                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 専門的知識習得、高度な相談対応のため研修会等に参加する旅費を支給

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

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

人 今年度末予定

今年度末予定

人

2            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 2            

人 今年度末予定 相談員数

2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 鹿角市 自治体コード 052094

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活相談員及び職員の研修参加の旅費支
援【交付金】

297 147 22 - 旅費

消費生活相談員（１名）の配置（平成21年度～）
【交付金】

1,902 984 703 - 賃金、社会保険料、雇用保険料

消費生活に関する出前講座、啓発活動【交付金】 297 92 90 - 啓発用冊子代

2,496 1,223 815 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

消費生活相談員および職員の研修参加のための旅費支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を引き続き雇用し、相談体制の強化を図る

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） なし

（強化）

住民が消費者トラブルに陥ることを防止するため、出前講座や啓発活動等の消費生活に関する教育・啓発事業を行う。

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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

千円

2,496                 千円

2,038              千円

1,687                 千円

千円

1,897              千円

1,660                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

前年度の消費者行政予算 2,049                 

1        1,893      

平成20年度の消費者行政予算 43                     

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        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        1,708  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 -                       千円

152                 

千円458                 前年度差 306                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 415                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

④その他

消費生活相談員の月額報酬を増額

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修参加のための旅費支援

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 -            

相談員数

相談員数 -            

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

-            人 今年度末予定

今年度末予定

人

1            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 有

相談員総数 1            

人 今年度末予定 相談員数 -            

1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

2,224 1,335 889 - 

消費者被害の防止のため啓発パンフレット作成
【交付金】

消費生活相談員1名配置分人件費【交付金】 2,224 1,335 889 

消費生活相談員等のレベルアップのための研修
参加旅費【交付金】

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

合計

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

28 年度都道府県名 秋田県 市町村名 由利本荘市 自治体コード 052108

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員(嘱託職員）を1名配置。

（強化） 相談業務を円滑に実施するために、平成２２年度に増員した消費生活相談員1名を引き続き配置する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

千円 前年度差 755                 千円1,813              千円うち交付金等対象外経費 20年度差

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

2,224              千円

1,932                 千円

千円

うち交付金等対象経費

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        1,392  

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

54                  

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

1,058              千円

4,037                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

1,647                 千円

千円

1,919              千円

前年度の消費者行政予算 2,977                 

1        1,933      

平成20年度の消費者行政予算 1,759                 

対象人員数計 追加的総費用



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 2            

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

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

今年度末予定 相談員数

人

うち定数内の相談員

②研修参加支援 ○ 県内外の研修に積極的に参加できるよう努める。

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

2            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

942 687 255 - 

相談員の勤務日数拡大による相談体制の充実
相談員の報酬増による処遇の改善

797 609 188 

相談員のスキルアップによる相談体制の充実 145 78 67 

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

合計

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

28 年度都道府県名 秋田県 市町村名 潟上市 自治体コード 052116

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

県内外の研修に参加できるよう旅費等の支援を充実させる。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週３日、時給７００円

（強化） 週５日、時給１，０００円

⑦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） 県内の研修に参加できるよう相談員の旅費等を支援する。

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

千円 前年度差 440                 千円1,209              千円うち交付金等対象外経費 20年度差

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

942                 千円

1,206                 千円

千円

うち交付金等対象経費

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        616     

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

406                 

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

769                 千円

2,151                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

801                   千円

千円

875                 千円

前年度の消費者行政予算 1,644                 

1        1,206      

平成20年度の消費者行政予算 803                   

対象人員数計 追加的総費用



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 1            

④その他

消費生活専門相談員資格の取得を鑑み、時給８００円を時給１，０００円へ向上。

処遇改善の取組 具体的内容

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

今年度末予定 相談員数

人

うち定数内の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

人

1            人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

相談員数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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 大仙市 自治体コード 052124

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員等のレベルアップを図るための研修参加
旅費。【交付金】

645 445 200 相談員等研修会参加旅費・負担金　（ 645千円 ）

専門相談員（2名）を継続して配置するための人
件費。【交付金】

4,286 2,490 1,779 
相談員（２名）の賃金、共済費 及び 消費生活推進員報
酬　（ 4,269千円 ）

消費者講演会講師・弁護士無料相談会弁護士謝
礼及びコミュニティＦＭを活用した啓発活動経
費。【交付金】

514 322 192 
講演会講師謝礼、弁護士無料相談会謝礼、啓発事業
需用費（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ購入・FM花火広告料等） （ 514千円
）

5,445 3,257 2,171 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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） 　県外における専門研修会等への参加旅費は無し。

（強化） 　県内外で実施される研修会等に積極的に参加し、相談員のレベルアップを図るため研修会への参加旅費を支援する。

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）

　平成23年度の組織再編成で消費生活相談室が新設された際に雇用した専任の相談員２名を継続雇用する。 また、啓発活動推進のために各地域に
消費生活推進員を配置し、消費者被害の未然防止を図る。

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） 　啓発事業等を実施するための予算措置は無し。

（強化） 　消費者講演会や弁護士無料相談会を開催するほか、啓発用品を購入して出前講座等で配布するとともに、FMはなびを活用した注意喚起等を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 　専任の相談員等は配置しておらず、女性センターの行政職員が兼務により対応していた。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

5,721                 千円

5,428              千円

4,269                 千円

千円

5,226              千円

5,226                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 5,598                 

14      4,286      

平成20年度の消費者行政予算 298                   

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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）

14      3,840  

対象人員数
（報酬引上げ）

-

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

372                 

千円293                 前年度差 -79                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -5                  千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

④その他

専門相談員の賃金（月額）を増額。

②研修参加支援 ○ 県内外で開催される研修会の参加旅費を支給。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

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

人 今年度末予定

今年度末予定

人

2            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 2            

人 今年度末予定 相談員数

2            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 北秋田市 自治体コード 052132

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談員等のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのための研修参加支援【交
付金】

400 194 206 相談員等の研修旅費、受講料

消費生活相談員の配置【交付金】 1,487 867 620 相談員人件費

被害未然防止用啓発用品購入及び啓発チラシ
等の作成【交付金】

178 178 - 啓発用品代等

2,065 1,239 826 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 相談員等のより高度な資質向上を目的に、研修参加のための支援をする。

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）

平成21年度に配置した消費生活相談員を継続して雇用し、相談体制の充実・強化を図る。

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） なし

（強化） 複雑多様化した消費者被害を未然に防ぐため、啓発用品やチラシを購入し、地域住民に対する窓口周知を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 専任の消費生活相談員がおらず、行政職員が他の業務と兼務して相談対応していた。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

千円

2,065                 千円

2,065              千円

1,487                 千円

千円

1,606              千円

1,394                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

前年度の消費者行政予算 1,636                 

1        1,487      

平成20年度の消費者行政予算 38                     

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        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        1,449  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 -                       千円

30                  

千円-                    前年度差 -30                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -38                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上 ○

④その他

経験年数に応じた日額報酬単価のＵＰ

②研修参加支援 ○ 研修会等への参加旅費を支援する

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 -            

相談員数

相談員数 -            

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

-            人 今年度末予定

今年度末予定

人

1            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 有

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 1            

人 今年度末予定 相談員数 -            

1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 にかほ市 自治体コード 052141

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

60 46 14 

1,112 926 186 

149 149 

1,321 1,121 200 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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） 相談員、担当職員の資質向上と相談体制の充実を図るため、必要な研修参加費を支援する。

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）

資格を有する消費生活相談員を引き続き雇用し、問題解決の強化に努める。

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）

（強化） 消費者の安全安心を確保するための啓発や、相談窓口の周知等を目的としたチラシを作成し配布する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

1,344                 千円

1,321              千円

1,112                 千円

千円

1,172              千円

963                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 1,355                 

1,172      

平成20年度の消費者行政予算 176                   

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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）

1,395  

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

183                 

千円23                  前年度差 -160               千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -153               千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

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

人 今年度末予定

今年度末予定

人

1            

人

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

前年度における首長表明の有無 無

前年度末

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 1            

人 今年度末予定 相談員数

1            人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

205 200 - - 

155 150 - - 需用費

50 50 - - 旅費

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

合計

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

28 年度都道府県名 秋田県 市町村名 仙北市 自治体コード 052159

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

主に高齢者の消費者被害を未然に防止するため、啓発グッツを購入・配布し、消費者の安心・安全を確保する

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

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
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）

他県開催の研修など、幅広く参加できるように旅費等を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

→27年度第1回申請時予算額

→27年度補助金額

←消費生活総務費＋消費生活相談事業費＋負担金

千円 前年度差 -837               千円238                 千円うち交付金等対象外経費 20年度差

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

200                 千円

-                       千円

千円

うち交付金等対象経費

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

238                 

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

1,075              千円

438                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円

千円

170                 千円

前年度の消費者行政予算 1,245                 

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数計 追加的総費用



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 1            

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

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

今年度末予定 相談員数

人

うち定数内の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 1            人

相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

前年度末 相談員数 1            人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

110 108 - - 

啓発グッズの配布【基金】 110 108 

28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

小坂町 自治体コード 053031

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

28 年度

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 秋田県 市町村名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 街頭での定期的な啓発活動、チラシ・啓発グッズ配布等により、消費者被害の未然防止を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
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（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                    千円うち交付金等対象外経費 20年度差 2                    千円 千円2                    

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

2                    

千円

うち交付金等対象経費

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）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数計 追加的総費用

千円

108                 千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 110                   

千円

110                   千円

108                 千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 -            

人 今年度末予定 相談員数

-            人

前年度における首長表明の有無 無

前年度末

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

人 今年度末予定

今年度末予定

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

1,600 1,600 - - 

消費者行政問題について専門知識を有する講師
を招き、講演会を開催する。

1,600 1,600 講師謝金、講師旅費、啓発冊子・グッズ及び配布経費

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

合計

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

28 年度都道府県名 秋田県 市町村名 三種町 自治体コード 053481

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

（強化） 消費者の意識啓発のための、消費者行政講演会を開催する。

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

千円 前年度差 -                    千円-                    千円うち交付金等対象外経費 20年度差

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

1,600              千円

千円

千円

うち交付金等対象経費

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

-                    

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

-                    千円

1,600                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

千円

千円

1,578              千円

前年度の消費者行政予算 1,578                 

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 -            

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

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

今年度末予定 相談員数

人

うち定数内の相談員

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数 人

相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

前年度末 相談員数 人 今年度末予定



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

合計

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

28 年度

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 秋田県 市町村名 八峰町 自治体コード 053490

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

国民生活センター及び県等が主催する研修への
参加を支援する。

512 262 250 旅費、テキスト代

消費生活相談員を継続して配置する。 2,369 1,457 292 人件費（賃金、社会保険料等）

悪質商法被害防止のための啓発及び周知の強
化を図る。

378 320 58 パンフレット印刷費

3,259 2,039 600 - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

⑦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） 国民生活センター及び県等が実施する研修会に消費者行政担当職員及び相談員が参加できるよう旅費を支援する。

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）

専任の消費生活相談員を引き続き配置する。（平成２１年度～）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化
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） 県等が作成した啓発資料を町民に配布している。

（強化） 悪質商法被害未然防止のための冊子を作成し、配布する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 行政職員が他の業務と兼務しながら対応している。

（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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会にお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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

620                 千円うち交付金等対象外経費

1,749                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

206                 千円

3,259                 千円

2,639              千円

千円

2,693              千円

1,593                 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                       千円

前年度の消費者行政予算 2,899                 

1        2,369      

平成20年度の消費者行政予算 -                       

対象人員数計 追加的総費用

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 -        人 実地研修受入人数 -        人

年間研修総日数 -        人日 年間実地研修受入総日 -        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        1,906  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

千円

うち交付金等対象経費

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 -                       千円

20年度差 620                 千円 前年度差 414                 



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

うち委託等の相談員 前年度末

③就労環境の向上

④その他

相談員数 人 今年度末予定

人

1            人

相談員数 人

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

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人 相談員総数 1            人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

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

相談員数

①報酬の向上 ○

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

H28年度より相談員報酬を引き上げる。

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修（相模原市）等に参加し、消費生活相談に必要な知識を深める



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

207 207 - - 

講習会を終了したサポーターによる高齢者の集
会等での寸劇や地域での悪徳商法等の注意喚
起、被害防止【交付金】

140 140 謝礼

消費生活相談担当者のレベルアップのための研
修会参加【交付金】

67 67 旅費、教材費

28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

五城目町 自治体コード 053619

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費

28 年度

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 秋田県 市町村名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

合計



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者問題への関心を喚起するためのサポーター養成講習会の開催、高齢者への地域見守りや寸劇による啓発活動時謝礼、パンフレット配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） なし

（強化） 国民生活センターや県開催の研修、あるいは他県開催の研修など、幅広く参加できるように旅費等を支援

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
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（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                    千円うち交付金等対象外経費 20年度差 -                    千円 千円-                    

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業 千円

-                    

千円

うち交付金等対象経費

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）

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用

千円

290                 千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度の消費者行政予算 290                   

千円

207                   千円

207                 千円

千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 -            

人 今年度末予定 相談員数

-            人

前年度における首長表明の有無 無

前年度末

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数

人

人 今年度末予定

今年度末予定

人

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 秋田県 市町村名 大潟村 自治体コード 053686

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

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

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

合計

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

市町村事業計画様式

平成

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

国民生活センターが開催する研修へ参加し、職
員の消費生活に関する知識・スキル等の向上を
図る。

85 78 

139 137 

224 215 - - 



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

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

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）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テス
ト）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加
支援）

（既存） 　なし

　国民生活センターが開催する研修へ参加し、職員の消費生活に関する知識・スキル等の向上を図る。

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存） 　なし

　全村民へ消費者問題啓発リーフレット等を配布することで、地域全体で多種多様化する消費者問題の理解力・対策力を強化する。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用

千円

千円

215                 千円

前年度の消費者行政予算 224                   

9                    千円

224                   千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

9                    

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 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）

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の賃料、人件費等

215                 千円

千円

千円 前年度差 -                    千円9                    千円うち交付金等対象外経費 20年度差



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び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

今年度末予定

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

①報酬の向上

人

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

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

今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 無

前年度における雇止めの有無 無

相談員総数 -            

④その他
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