
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

- 12,767          11,899              

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

法律相談開催委託

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士、司法書士の活用による専門的相談対応力の強化 2,873            2,338               

研修開催委託

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センター等開催研修への参加支援 836              578                  旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員研修会開催 1,033            958                  

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

平成 21

シール作成委託、各戸配布作業委託、テレビＣＭ放映委託等、電話回
線増設

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
①相談窓口電話番号の全戸周知　②テレビの制作、放映他③相
談ダイヤルに対応するためアナログ回線を増設

8,025            8,025               

②消費生活センター機能強化事業（増設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 401005都道府県名 福岡県 市町村名 北九州市

①消費生活センター機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 毎月1回弁護士による消費問題（主に消費者契約関係）法律相談を実施

（強化） 多重債務問題を含む消費者トラブル全般に対応する相談会に内容を拡充。司法書士も加えて週2回実施し、相談員が受ける法的助言の質的、量的拡大により、更なる対応力強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 現行年5回相談員の内部研修を実施

（強化） 近隣市町村の相談員の参加を呼びかけ、外部講師を招聘し、本市相談員と合同で年9回相談員事例検討会を実施する

⑧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） 国民生活センターの研修に相談員3名が参加

（強化） 国民生活センターの研修に相談員9名が参加。また、福岡県消費生活センターが実施する事例検討会に参加

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
①相談窓口の電話番号を記載したシールを市内全世帯に配布　②県、福岡市と合同で窓口周知、被害防止のテレビＣＭを作成、放映する等　③相
談ダイヤルに対応するためアナログ回線を増設

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

法人募集型

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

参加者数 人

自治体参加型

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催の研修参加のための旅費を支援

23    23    うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

23    人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

前年度差 -4,098        千円

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 23    人 平成21年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 133,199       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,899        千円

平成21年度の消費者行政予算 145,098       千円

平成20年度の消費者行政予算 137,297       千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 -             8,960                8,840

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発             5,375                5,375 消費者啓発情報誌作成・配布委託

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　研修負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センター等での研修への参加支援（８名）               760                   640

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センターの改修・消費生活センターの周知広
報

            2,825                2,825
相談者のプライバシー等に配慮した施設改修設計委託
消費者啓発CM作成・放送委託

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 401307都道府県名 福岡県 市町村名 福岡市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発情報誌作成・全世帯配布委託

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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２名に対し研修参加旅費を支援

（強化） 相談員８名に対し研修参加旅費を支援（上記２名を除く）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） ・相談コーナーに間仕切りがなく、来所者のプライバシーが守られていない。６名以上の斡旋に対応可能なスペースがない。

（強化）
・レイアウトの見直し及びﾊﾟｰテーションの設置により相談者のプライバシーに配慮した相談コーナーに改修する。また，６名以上の斡
旋に対応可能なスペースを確保する。また，消費生活センターの広報・周知のためCMを作成し放送する（福岡県・北九州市合同）。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -380           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 68,272        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,840          千円

平成21年度の消費者行政予算 77,112        千円

平成20年度の消費者行政予算 68,652        千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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  

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修へ参加する旅費を支援

10    10    うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

10    人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 10    人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,080            4,080               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出張相談会・多重債務事例検討会議開催 41                41                   弁護士報酬、相談員報酬、会場借料

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

職員時間外手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 職員時間外手当 317              317                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝金

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用リーフレット等作成、消費者講演会実施、機材購入 2,422            2,422               広報パンフレット作成、講演会講師謝金、啓発用機器類の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示に関する講座の開催 15                15                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修費、旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による高度な相談事例への指導･助言による相談員の能力強化 300              300                  弁護士報酬

⑧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、職員の知識習得のための研修参加旅費等支援 429              429                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能充実のための相談室の改善・備品購入 556              556                  相談室の改修、機材・事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402028都道府県名 福岡県 市町村名 大牟田市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 新たに消費者行政強化のため休日相談会、食品表示に関する消費者講演会を実施し、職員が時間外勤務で対応する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座、当該啓発の実施

（強化） トラブルに遭いやすい高齢者と若年層（特に中学生向け）にリーフレットを配付、外部講師活用による消費者講座の開催、啓発用機器類の整備

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示に関する講演会の開催

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 毎月1回弁護士の指導助言を受けて相談会を実施し、相談員が高度に専門的な相談への対応力を強化する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修会参加費用として年2日分の委託料を予算計上

（強化） 国民生活センター等での研修に参加しやすいよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 市民相談室と併設のため相談室が不足

（強化） 相談コーナーの増設とそれに伴う備品の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 347            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,748          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,080          千円

平成21年度の消費者行政予算 7,828            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,401            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      146            人時間／年 317                

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 30    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 商店街の空き店舗等を利用し出張相談会開催・庁内に設置している多重債務連絡会議に弁護士を招き事例検討を行う。



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等の研修への参加費用の支援

2      2      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 勤務日数増に伴う報酬の増額

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,500            1,427               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,208            1,208               悪質商法等のチラシの作成委託及び配送委託

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費及び負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センターでの研修への参加支援（３名） 292              219                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 452036都道府県名 福岡県 市町村名 久留米市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国センや出版社が製作しているものを使い、施設やイベントなどで配布を行なっている

（強化） 市内全戸に消費者啓発チラシを配布することで、外出しないような独居老人にも配布でき、また、出前講座等で配布することで消費者啓発の充実になる

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 毎年１名の相談員が国民生活センターでの研修に参加

（強化） 今回の事業により残りの３名も国民生活センターでの研修に参加でき、最新情報の共有化と実践力を身につけることが可能となる

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 444            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,896          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,427          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,323          千円

平成20年度の消費者行政予算 3,452          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターでの研修参加

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,000            4,000               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自治区長等対象の勉強会、市民啓発用チラシ・幟の購入 500              500                  会場借上料、資料代、啓発チラシ購入費、幟制作費等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口拡充に伴う事務所の改修及び必要器材購入 3,500            3,500               相談室設置のための机・椅子・鍵付キャビネット・パソコン等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40204都道府県名 福岡県 市町村名 直方市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 任意団体主催の講座等はあるが、年に１回～２回しか行われていない。

（強化） 自治区長や公民館長を対象に、消費者問題の勉強会を実施する。また、啓発パンフレットを購入・配布し情報提供に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専用の相談室がないため、庁内の会議室を借りるか、カウンターにて相談に応じている。

（強化） 執務室の一角にパーティションで区切った相談室を設け、机・椅子・キャビネット等を設置する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 650            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,939          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,000          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,939            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,289            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上 ○ 相談員用パソコン購入による業務負担の軽減

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,522            2,522               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講座の開催。（講師謝金）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止・早期発見のための啓発及び相談窓口の周知。 1,096            1,096               啓発資料の全世帯配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示の知識習得のための講座の開催。 15                15                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の施設改善・執務図書購入による機能充実。 1,411            1,411               事務用機器・執務図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402052都道府県名 福岡県 市町村名 飯塚市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 年２回の街頭警察活動及び市内施設における啓発パネル等の常設展示。くらしの講座の開催。

（強化） 上記に加え、啓発資料の全世帯配布による消費者被害の防止、早期発見及び相談窓口である消費生活センターの周知。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 一般市民を対象に食品表示の基礎知識の習得を目的とした、実際の食品を用いた講座の開催。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談業務に必要な事務機器が十分整備できていない。相談コーナーの仕切りがなく、相談者が安心して相談できる環境が十分整っていない。

（強化）
相談事蹟を保存する扉つきの書庫やシュレッダーの配置、相談コーナーのパーテイション設置により個人情報の保護に努める。相談
用の応接セット、ミーティング用の机、複合機、カタログスタンドを整備し相談機能の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 56              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 147            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,522          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,669          千円

平成20年度の消費者行政予算 91              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 3      人

年間実地研修受入総日数 90    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数  １ 人 平成21年度末予定 相談員数  １ 人

 １ 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数  １ 人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,294            2,294               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

任期付短時間勤務職員（１名）の給料・手当・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴い増大する業務に係る人的体制整備 1,993            1,993               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための講座開催 130              130                  講師旅費・謝金・教材作成、購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の研修参加支援（2名） 161              161                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 10                10                   執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402061都道府県名 福岡県 市町村名 田川市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者庁創設に伴い、増加する相談業務・消費者行政関係事務を円滑・迅速に実施するため人的体制整備を図る

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 一般市民を対象とし、悪徳商法商法被害防止のための講座を開催。薬事法改正による消費者への影響等についての講座を一般市民を対象に開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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日本消費者協会主催の研修に消費者行政担当者2名を1回ずつ参加できるよう旅費・研修費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 複雑・多岐にわたる相談に的確に対応し、窓口の機能強化を図るため、法関係を中心とした執務参考資料を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 166            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,294          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,460          千円

平成20年度の消費者行政予算 146            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      923            人時間／年 1,993             

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,154            979                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座等での啓発強化並びに
パンフレットによる啓発

711              536                  プロジェクター、スクリーン並びにパンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能を拡充 443              443                  パーティション、机、イス、パソコンの設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402079都道府県名 福岡県 市町村名 柳川市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者啓発リーフレットの購入。

（強化）
既存の出前講座等の際に、プロジェクターを活用し啓発の強化を行う。
上記に加え、高齢者向けに振り込め詐欺被害防止のパンフレットを購入。６５歳を迎える方を対象に開催される介護保険証交付会（毎
月）にて配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） より相談しやすい体制を整えるため、個別の相談窓口を設置し機能の拡充を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -27            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 233            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 979            千円

平成21年度の消費者行政予算 1,212          千円

平成20年度の消費者行政予算 260            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,360            1,360               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 412              412                  市民向けパンフレットの作成、書籍等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員等の県内研修参加支援 21                21                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の拡充 927              927                  事務用機器・備品の設置、書籍・資料等の充実

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40210都道府県名 福岡県 市町村名 八女市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発用のチラシを作成し、行政区長会時等に説明を行い、全戸配布。また、新成人に対し、「くらしの豆知識」を配布し、啓発。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） より高度な助言や啓発ができるよう、消費生活相談担当職員が、県内開催の研修会等に参加するための旅費を支援。

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談窓口を課内に併設。

（強化）
より高度な助言や啓発ができるよう、パソコン等事務機器や窓口用備品、書籍などを購入し、相談窓口を充実。また、窓口開設を周知
するためのチラシ等を作成。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -16            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 53              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,360          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,413            千円

平成20年度の消費者行政予算 69                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 72    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,510            2,510               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 民生委員・児童委員の研修 137              137                  講師謝礼、資料代

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談室改修工事及び機材、事務用機器の設置等 2,373            2,373               
相談室改修工事及び機材、事務用機器の設置、執務参考資
料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402117都道府県名 福岡県 市町村名 筑後市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市民に身近な民生委員・児童委員の消費生活に関する知識と意識が低い。

（強化）
消費生活の研修により民生委員・児童委員さんの知識と意識を高め、市民から民生委員・児童委員さんへ相談があった場合、応急的
な指導をしていただき、相談員へ繋ぐことができる。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談室の壁が薄く、安心して相談できない。また、老人クラブ等への講演会で、講話だけでは内容を理解されにくい。

（強化）
相談室の防音及び空調工事を行うことで安心、快適に相談を受けることができる。また、パワーポイント等を使うことで、わかりやすく説
明ができる。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 351            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,457          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,510          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,967          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,106          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 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147,000円を月額167,000円に増額した。

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,849            1,849               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 無料法律相談の実施等 375              375                  弁護士派遣委託料等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発リーフレットの作成、出前講座の実施等 805              805                  講師謝金、啓発リーフレット作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会等への参加支援 65                65                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の開設 604              604                  機材・事務用機器の設置・購入、執務参考資料の購入等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402125都道府県名 福岡県 市町村名 大川市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。年１回作成したリーフレットや冊子を公共施設にて配布。

（強化） 消費生活にかかる出前講座の実施や啓発リーフレットの全戸配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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。主に定例的な会議の旅費のみ支給。

（強化） 相談員や行政職員のレベルアップを図るため、国民生活センター等が実施する研修会等への参加費や旅費の支援。

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし。

（強化） 新たに消費生活相談室を設け、消費生活相談窓口を開設。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 16              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 300            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,849          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,149          千円

平成20年度の消費者行政予算 284            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 60    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし。

（強化） 弁護士による無料法律相談の実施。（多重債務や訪問販売など）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 5,401            5,401               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修出席旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援（３名） 441              441                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの新設（平成２１年４月開設予定） 4,960            4,960               

平成

対象経費

21 年度

相談センターの新設工事費、機器類の設置

自治体コード 402125都道府県名 福岡県 市町村名 行橋市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 県及び国民生活センター開催の研修に相談員３名を参加できるよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 無し。消費生活相談窓口を本課に併設（週３日　月･水･金）

（強化） 新たに消費生活センターを開設（週５日　月～金）



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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,040          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,640          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,401          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,041          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,600          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

2      3      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,650            4,650               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための啓発、消費者行政についての
広報、周知

3,000            3,000               
勉強会や講演会の開催、キャンペーン実施に伴う資材の購
入、広報資材の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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 150              150                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の機能強化 1,500            1,500               事務用機器設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40214都道府県名 福岡県 市町村名 豊前市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし(資材なし)

（強化）
街頭啓発キャンペーンや講演会・勉強会を実施し、啓発・強化を図る。勉強会については、老人クラブ等地区組織に対し勉強会を実
施し悪質商法の被害から守る。パンフレット等を活用し相談窓口の周知を図る。悪質商法の被害に備えクーリング・オフ用資材を公共
施設に配置し迅速な対応を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 全国消費生活相談員協会、国民生活センター、県主催の消費生活相談業務に関する研修への参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし(事務用機器なし)

（強化） 機材・事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -73            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,587          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,650          千円

平成21年度の消費者行政予算 6,237          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,660          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-      -                人時間／年 -                   

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費･日当を支援

1      1      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,386            1,386               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による相談員及び相談者への法律相談の実施 958              958                  弁護士謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談員及び担当職員の事務用機器としてパソコンを配備 428              428                  機材・事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402150都道府県名 福岡県 市町村名 中間市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士を月2回、1回2時間の条件で雇うことで、相談員及び相談者への法的な解決策の示唆や実務手続きの教唆等により相談業務を強化

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活相談事務用機材としてのパソコン、相談用電話機の設置が十分ではない。

（強化）
相談員及び担当職員の事務用機材としてのパソコン2台を配備、消費者ホットライン開設に伴う電話機、ヘッドレスコードレス電話機を
設置し、消費生活相談機能の強化を図る

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 48              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,235          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,386          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,621            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,187            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 108  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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上 ○ 弁護士による法律相談や相談員以外の人員を増やし、相談員の業務を軽減する。

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 967              930                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 700 700 高齢者等向けパンフレット等（各２，０００部）の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費（国セン研修・相模原市二泊三日・１名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修への参加支援 117 80

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談員専用のパソコン支給 150 150 パソコン購入（１５万円×１台）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40216都道府県名 福岡県 市町村名 小郡市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市報や回覧板等で啓発

（強化） 高齢者世帯向けの被害予防シールや、パンフレット等を作成し、民生委員等を通して配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内研修への参加支援（旅費手当）

（強化） 国セン研修への参加支援（旅費手当）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 兼用パソコンあり

（強化） 相談員専用パソコン購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 7                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,847          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 930            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,777          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,840          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 30    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン研修への参加支援（旅費手当）

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,109            744                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座・講師派遣・パンフレット配布 351              190                  講師謝金・啓発物品など

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

交通費・宿泊費・日当など

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修等への参加 308              154                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談の際の情報収集のためのパソコン購入 450              400                  パソコン購入及び周辺機器・図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40217都道府県名 福岡県 市町村名 筑紫野市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活基礎講座５回（講師料無料又は１万円程度）、独自講師派遣無し、独自パンフ等による啓発無し

（強化） 消費生活基礎講座５回（講師料等の増額）、市民団体主催の学習会等に必要に応じ講師を派遣、独自パンフ等による啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 国民生活センターの研修に年１回参加

（強化） 国民生活センターの研修に年２回参加

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 情報収集用パソコン（２台）及び周辺機器の購入、相談業務用図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 6                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,866          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 744            千円

平成21年度の消費者行政予算 5,610          千円

平成20年度の消費者行政予算 4,860          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 30    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上 未定

④その他 未定

②研修参加支援 ○ 参加機会を増やす

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 未定

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,791            2,791               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員（非常勤職員）の報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増強 900              900                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者問題に関する教育・啓発 1,505            1,505               講習会･出前講座費用（講師謝金、パンフレット･教材費用）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援 96                96                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の強化 290              290                  事務用機器の設置、執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40218都道府県名 福岡県 市町村名 春日市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員の配置（週3日１名配置）

（強化） 相談員を週３日１名体制から２名体制へ増強

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者相談窓口の周知を図り、消費者問題に関する教育啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 相談員の研修支援による資質の向上に資する

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談室はあるが、パソコン、事務用備品なし。

（強化） パソコンの導入により幅広い相談情報の収集が可能、事務用備品の購入により文書事務の整理推進

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,303          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,844          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,791          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,635          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,541          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      660            人時間／年 900                

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 60    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上 検討中

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加支援

-      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 検討中

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 6      人 平成21年度末予定 相談員数 6      人

6      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 8,304            8,236               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日の拡充（週2日→週4日） 836              836                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,405            1,375               
啓発講座開催に伴う講師謝金・会場使用料、チラシ・パンフレッ
ト等の作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活相談への弁護士・司法書士の配置 250              250                  法律相談（月２回）に伴う謝金

⑧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（２名） 300              300                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの新設（平成２１年７月開設） 5,513 5,475               

平成

対象経費

21 年度

相談室の設置、備品購入費、参考資料購入費等

自治体コード 402192都道府県名 福岡県 市町村名 大野城市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談窓口の開設は週2日

（強化） 相談窓口の開設を週4日

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活相談員による啓発講座を開催（謝金なし）

（強化） 高齢者向けの啓発講座を４回、一般消費者向けの啓発講座を２回開催（外部の講師）。啓発講座のチラシを作成・配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士を月2回雇うことで、相談員及び相談者への法的な解決策の示唆や実務手続きの教唆等により相談業務を強化

⑧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） 県及び国民生活センター等開催の研修に相談員２名を年４回参加できるように旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし。消費生活相談窓口を開設

（強化） 新たに消費生活センターを開設・周知



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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 885            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,191          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,236          千円

平成21年度の消費者行政予算 10,427        千円

平成20年度の消費者行政予算 1,306          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      576            人時間／年 836                

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 30    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 研修旅費の予算計上。相談員１名当たり１回以上国センの研修に参加可能とする

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬単価を 7,300円／日から9,100円／日へ引き上げ

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,733            2,733               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝金、講師旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育リーフレットの作成、啓発広告、啓発グッズ作成 1,480            1,480               リーフレット印刷代、広告代、グッズ作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全分野に係る講演会の開催 90                90                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による相談員指導の実施 810              810                  弁護士謝金

⑧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、職員の国等の主催の研修への参加支援 353              353                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402206都道府県名 福岡県 市町村名 宗像市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 中学生用消費者教育リーフレットを作成し、中学生への消費者教育強化を図る。新聞折込チラシや啓発グッツを作成･配布し市民に対し消費者啓発を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 消費者に対して食品表示及び安全に関する講演会を実施する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士による相談員指導の実施（月２回）。

⑧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） 相談員全員（５人）の資質向上のため、年に１回国等主催の研修参加支援を行う。消費者行政従事職員資質向上のため、研修参加支援を行う。

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,727        千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,094        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,733          千円

平成21年度の消費者行政予算 21,827        千円

平成20年度の消費者行政予算 20,821        千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 3      人

年間実地研修受入総日数 90    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国等で開催される研修に参加するための旅費を支援

5      5      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談に関する有資格者に対する手当ての支給

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

5      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 5,373            5,243               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,450            2,450               
高齢者向けパンフレットの作成、高齢者向け啓発講座実施のた
めの団体への委託料（講師謝金、講師旅費）、若者向け（成人
者）パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内での研修への参加支援（１名） 23                13                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室の移設のための改修工事、相談窓口へのＰＣの設置 2,900            2,780               事務室の改修工事、事務用機器の設置、備品（プロジェクター・机等の購入）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40221都道府県名 福岡県 市町村名 太宰府市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 新規で高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットの作成。自治会単位程度での啓発講座の実施。成人式で配布するパンフレットの作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修会に参加（旅費支援）

（強化） 上記に加え、県主催の事例検討会に相談員１名を月１回参加できるよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談室のみ。

（強化）
相談環境を改善するため相談室を移設改修する（消費生活相談室として独立）。備品（机、プロジェクター等）の備品の購入。相談室
で情報収集ができるようＰＣの設置と利用環境の整備。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 164            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 567            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,243          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,810          千円

平成20年度の消費者行政予算 403            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 30    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 県主催の事例報告会への参加のための旅費を支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,650            2,650               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,250            2,250               高齢者向けパンフレットの作成（全戸配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活相談員の旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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 60                60                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談機能強化のための機器や参考資料の購入 340              340                  事務用機器や専門的参考文献等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402222都道府県名 福岡県 市町村名 糸島市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者を中心とした消費者保護のために、わかりやすいパンフレットを作成し、全戸配布することで、啓発を図る

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修会等について、旅費を支給

（強化） 県開催の研修会等に加え、各関係団体が開催する消費生活相談関係の研修会にも参加できるよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に役立つ専門書や参考文献を購入し、相談機能の強化を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 230            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 652            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,650          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,302            千円

平成20年度の消費者行政予算 422              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 50    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 主に県開催の研修参加のための旅費を支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 9      人 平成21年度末予定 相談員数 10    人

10    人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 9      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 923              923                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 403              403                  パンフレット作成、冊子の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国セン研修への参加支援 56                56                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口機能強化のための機材購入 464              464                  ＤＶＤ、プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402231都道府県名 福岡県 市町村名 古賀市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 手作りパンフ

（強化） 高齢者向けパンフレットやシールを作成、窓口や出前講座で配布「くらしの豆知識」を成人式で配布し、若年者を啓発する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 有資格者の相談員１名、国センの研修（２泊３日）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の拡充を図るため、ＤＶＤプレーヤー、プロジェクター、スクリーン、ノートパソコンを購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -36            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,192          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 923            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,115          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,228          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上 ○ パソコン導入による資料のデータ－化

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン研修参加の旅費支援

1      1      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 575              575                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 79                79                   高齢者向けパンフレットの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国セン研修、レベルアップ研修への参加支援 212              212                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能強化のために機材、参考資料購入 284              284                  DVD、プロジェクター、スクリーン、通話録音装置、ヘッドセット、参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402249都道府県名 福岡県 市町村名 福津市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者向けパンフレットを購入し、相談窓口来庁者や出前講座等で配付

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内研修に参加する旅費

（強化） 国センが行う研修（２泊３日×２回、地域養成講座２週×２回）、県が実施するレベルアップ研修に参加する旅費等を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談窓口拡充のため、機材（プロジェクター、ヘッドセット等）の購入、執務参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -20            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,510          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 575            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,085          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,530          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン主催の研修・地域でのレベルアップ研修参加の旅費支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 148              148                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発講座講師謝金、旅費 30                30                   講師謝金、旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内での研修への参加支援（１名） 35                35                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

執務参考資料購入、窓口の新設に関する住民への周知

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の新設 83 83

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402257都道府県名 福岡県 市町村名 うきは市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発出前講座講師謝金、旅費（年２回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 県内で開催の研修に担当職員１名を年５回参加できるよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談体制整備を図るため執務参考資料を購入、窓口の新設を住民へ周知するための看板作成

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -45            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 286            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 148            千円

平成21年度の消費者行政予算 434            千円

平成20年度の消費者行政予算 331            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 230              230                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 180              180                  パンフレットの作成、高齢者向けの出前講座開催(年2回)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

窓口看板、事務用機器（FAX）設置

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口強化のための環境・機器整備 50                50                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

年度自治体コード 402265都道府県名 福岡県 市町村名 宮若市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成。また、高齢者向けの出前講座を開催（年2回）。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 新たに相談窓口の看板を設置。また、消費者の相談に迅速に対応できるよう、事務用機器を設置。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 230            千円

平成21年度の消費者行政予算 270            千円

平成20年度の消費者行政予算 40              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 255              255                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 202              202                  消費者向けリーフレットの作成、啓発用紙代

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談窓口担当職員の県開催の研修への参加 4                 4                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

看板設置、執務参考資料、備品

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の開設 49                49                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 40227都道府県名 福岡県 市町村名 嘉麻市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため啓発リーフレットを作成。市民に配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修に相談窓口担当職員が参加

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の開設

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 43              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 255            千円

平成21年度の消費者行政予算 298              千円

平成20年度の消費者行政予算 43                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,986            1,165               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 460              339                  
出前講座用パンフレット作成、地域指導者向け出前講座報酬
謝礼、一般出前講座講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員県内での研修への参加支援（1名） 23                22                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの拡充 1,503            804                  事務所の機材・事務用機器の充実

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

21 年度自治体コード 402281都道府県名 福岡県 市町村名 朝倉市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座を開催。資料は県・全相協のものを使用。講師謝金なし。

（強化） 市独自の出前講座用パンフレットを作成し、出前講座時に説明を加えながら配布。指導員(PTA役員、民生委員、ケアマネージャーなど)への研修会を実施。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修に、市担当者のみ参加。

（強化） 県開催の研修に相談員1名を月1回年１２回参加できるよう旅費を支援

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室のみ（事務用機器等は、隣接団体より借用）

（強化） 相談室の機材・事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 801            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,292          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,165          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,457            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,491            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 48    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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の研修会参加旅費の支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,920            1,920               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等を招き、「消費生活相談会」を開催 650              650                  委託費　月２回開催、開催の広報にかかる経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,098            1,098               消費者啓発のためのパンフレット等作成、啓発講座の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の研修への参加支援（１名） 29                29                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談窓口の開設（執務参考資料購入、案内板設置、窓口周知チラシ作成）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の開設（平成２１年度中） 143              143                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成

対象経費

年度自治体コード 402290都道府県名 福岡県 市町村名 みやま市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報誌などによる、啓発。出前講座の開催（年３回）

（強化） 悪徳商法被害防止のためのパンフレット等を作成し、講座や区長文書等で住民に配布・回覧する。啓発講座を年４回開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑦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） 県等が開催する研修会に参加（年6回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の開設（平成２１年度中）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,920          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,031          千円

平成20年度の消費者行政予算 111            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士等を招き、「消費生活相談会」を月２回開催する（福岡県弁護士会等に委託）、開催の広報活動



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

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員総数消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

福岡県 市町村名 宇美町

対象経費

自治体コード 40341 平成 21都道府県名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

国民生活センター教育研修（大阪・京都・相模原）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修３名 208              208                  

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法等住民周知 1,700            1,700               

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

悪質商法防止パンフレット等配布

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談　弁護士派遣２回分 100              100                  

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

弁護士派遣1名分（職員同席）

合計 - 2,008            2,008               



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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） 国民生活センター教育研修参加３名

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者、若年者を対象として悪質商法等被害防止パンフレット、グッズを配布し、周知を図る（老人クラブ、成人式）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士相談２回、弁護士による相談窓口開設

参加者数 人

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 33              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,008          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,041          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 33              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 篠栗町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 40342

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

16                16                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口案内板、執務参考資料購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口新設

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講習会開催。高齢者、新成人向けパンフレット配布 211              211                  講師謝礼、パンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

227              227                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 新たに消費生活相談窓口を開設

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 独居老人を対象にした高齢者消費者啓発講座を開催。新成人を対象に啓発パンフレット配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 20                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 227            千円

平成21年度の消費者行政予算 247              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 新宮町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 403458

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

162              162                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

案内板、カウンター、執務参考資料購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口の設置、参考資料の購入

4                 4                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 実務的研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための研修会実施及び啓発 518              518                  講師謝金、啓発物品作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

684              684                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

新たに、行政区を対象に消費者学級を開催する。　啓発物品を作成し、街頭啓発時に住民に配布し消費者被害についての注意喚起を図る。

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の開設、案内板の表示、執務資料購入

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 県内で開催の研修に担当職員１名参加できるように旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 婦人会を対象に消費者学級を開催。

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 90                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 684            千円

平成21年度の消費者行政予算 774              千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 岡垣町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 403831

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

50                50                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

図書購入、看板設置

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の設置

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 309              250                  説明会(講演会)開催、消費者向けのパンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

559              500                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談窓口の機能強化 200              200                  専門家(弁護士等)による相談日開設

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 参考図書購入、施設案内板設置

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 講演会は老人クラブやボランティア団体に周知し年1回開催している。

（強化）
上記に加え、住民全体に説明会(講演会)を開催する(1回)。消費者向けの悪徳商法防止や詐欺行為注意のパンフレットを作成し、全
戸配布と各種イベント時に配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 専門家（弁護士等）を招いた相談日を開設し、職員同席の上相談を行う。(年5回)

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 95              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500            千円

平成21年度の消費者行政予算 595            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 95              千円 前年度差 0 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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 遠賀町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 403849

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談体制の充実 235              235                  事務用機器購入費（事務用机、椅子、案内板）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

6                 6                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費者行政に従事する者のレベルアップを図るため研
修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
出前講座開催(消費者問題意識啓発目的）や消費者被
害の未然防止のためのパンフレット(被害防止･クーリング
オフ等）の作成

898              898                  
啓発資料作成費用、啓発講座開催費用（講師謝金、教材作
成費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

328              328                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

非常勤職員賃金、時間外勤務手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
消費者行政担当相談員の配置と、弁護士相談相談時に
職員が同伴する（勤務時間延長）

3,500            3,500               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費者行政基本計画の策定、弁護士による相談会の開
催(月２回、３ｈ/回)

2,033            2,033               計画策定費用（委託料）、相談会開催費用（委託料）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 職員が対応しているが、相談窓口と明示していない。

（強化） 相談窓口を明示し、机、椅子を購入し、相談者が安心して相談できる環境をつくる。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 県が開催する研修に参加し、消費者行政に従事する職員のレベルアップを図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者意識啓発のための講座を開催したり、消費者被害の未然防止のためのパンフレットを作成する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当相談員を配置するとともに、弁護士相談時には、職員を勤務時間外に同伴させる。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 消費者行政基本計画を策定する。弁護士による消費生活相談会を開催する。

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 1      人

年間実地研修受入総日数 108  人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      246.25        人時間／年 328                

平成20年度の消費者行政予算 34                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,556            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 56              千円 前年度差 22              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 市町村名 小竹町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 40401

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

520              519                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

窓口の設置、機材･事務用機器の設置

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口新設のための整備

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,164            1,162               啓発用資料作成、研修会講師謝金、啓発のぼり旗作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,684            1,681               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口を産業課内に設置する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 振り込めサギ防止のためのパンフレットを作成。高齢者大学（さわやか大学）等に講師を招き研修会を開催（１回）する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,681          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,704          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23              千円 前年度差 3                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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 鞍手町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 40402

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

194              194                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談を受ける為の机等と看板を設置し、参考資料を購入する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口の設置、看板設置、参考資料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の啓発 1,470            1,470               パンフレット作成し、全戸配布する。区長会にて内容説明

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,664            1,664               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談を受けるための机等と消費生活相談窓口の看板を設置。参考図書を購入。

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新に悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成し、全戸配布する。またその内容を区長会で区長に説明を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 35              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,664          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,699          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 筑前町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 404471

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の拡充 827              827                  事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

-                 -                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県等が実施する研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 273              273                  啓発チラシ、啓発グッツの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

155              155                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 10月から消費生活相談員を配置

1,255            1,255               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専門部署・窓口がなく、農林商工課で対応していた。

（強化） 専門の相談窓口を設置する。相談用機材･事務用機器の設置。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者向け悪徳商法被害防止のためのチラシ作成。町内放送等での啓発を図る。広報車による巡回活動。祭等での啓発物品配付。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 10月より相談員を配置する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 48    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      200            人時間／年 155                

平成20年度の消費者行政予算 34                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,255          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,624            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 369            千円 前年度差 335            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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 東峰村 平成

対象経費

21 年度自治体コード 404489

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22                22                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口プレート作成、図書の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口の設置

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発パンフレットの配布、講演会の開催 108              108                  パンフレットの購入、消費者啓発講演会の開催(講師謝金)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

130              130                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の開設

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のための啓発パンフレットを作成し、全戸配布する。また、その内容について、区長に対する説明会（１回）を実施。消

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 15              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130            千円

平成21年度の消費者行政予算 145            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 大木町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 405221

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

959              756                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

窓口看板設置、事務用機器の整備、啓発用事務機器の購入、書籍購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の新設(21年7月)

9                 5                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 窓口職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止(高齢者･主婦中心）集落説明会と区長
会を通じて老人向けパンフレット配布による啓発

970              739                  パンフレット購入と作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,938            1,500               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化）
新たに消費生活相談窓口を産業振興課内に開設し、参考用書籍を購入。窓口説明や説明会持参用の各種資料をカラー印刷する機
器、啓発用プロジェクター等を購入

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 県や関係団体等開催の研修会に職員1名が年1～2回参加

（強化） 県等が開催する研修会に職員1～2名が延年4回参加できるよう旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに高齢者向けの悪徳商法被害防止パンフレットを作成し、区長会等を通じて配布。説明会ではプロジェクターを用い実施する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 20                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,131            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 631            千円 前年度差 611            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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 939              939                  -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

印刷製本費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報掲載、啓発パンフレット等作成 150              150                  

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の研修参加 254              254                  旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口開設 535              535                  参考図書購入、備品購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード ４０５４４２ 平成 21 年度都道府県名 福岡県 市町村名 広川町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）
（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費者被害防止のための啓発資料（クーリングオフの方法）を作成し、全世帯へ配布する。
インターネット及び携帯による被害抑制のための啓発資料を作成し、全世帯、学生に配布する。
高齢者の悪質商法被害を防止するための啓発資料作成。 (行政区の高齢者健康教室で啓発に使用)

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップを図る為、(社)国民生活センター、県主催の研修に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化）
消費者安全法施行に伴い、苦情処理のあっせん、消費者安全のために必要な情報の収集・提供等の事務を将来的に対応できるよう
に相談窓口を整備する。（相談窓口案内板の設置、相談用机等事務用機器の整備、消費者六法等の参考図書の購入）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円前年度差 -                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 939            千円

平成2０年度の消費者行政予算 20              千円

平成2１年度の消費者行政予算 959            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

-      人

-      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      平成21年度末予定 相談員数

相談員数

人 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 香春町 自治体コード 40601 平成

対象経費

21 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

100              100                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

窓口案内板作成、イスの購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口開設表示案内

15                15                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加(１名)

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,211            2,211               啓発カレンダー作成・消費者講座講師謝金・旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,326            2,326               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 窓口の新設

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 職員による相談実務向上のため県または自治体開催の研修に参加できるよう旅費を計上

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者向け悪徳商法被害防止パンフレット作成。啓発カレンダー作成。県センターの相談員を講師に高齢者向け消費者講座開催（４回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 83              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,326          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,376          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50              千円 前年度差 -33            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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 添田町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 40602

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

891              890                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口看板製作、相談窓口周知のためチラシ、啓発グッツを作成

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口設置、窓口の周知

19                18                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談に従事する者の県主催研修の参加（２名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,982            1,982               
全世帯向け消費生活のためのカレンダー作成し配布。６５歳
以上対象元気倶楽部で専門員による講座を開設し悪徳商法
被害防止パンフレットを作成、配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,892            2,890               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化）
消費生活相談窓口の看板を製作する。町主催のイベント（ふる里まつり等）会場で来客者対象に相談窓口等の周知を図るため、のぼ
り旗を設置し、ティッシュＢＯＸ及びチラシ配布。（１０,０００個）

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 県主催の研修に称し生活相談の従事する職員の旅費を支給する。（年３回　２名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
全世帯等に消費生活のためのカレンダー作成し必要な知識を習得し適応能力を身に付けるため配布。（５,０００部）
６５歳以上対象の元気倶楽部で専門員による講座を開設及び悪徳商法被害防止パンフレット作成、配布。（１０ヶ所）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,890          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,910          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 川崎町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 406058

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

393              393                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

住民周知用看板作成、啓発機材・参考資料購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口の新設（平成２１年９月開設）

16                16                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費（２名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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（２名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,251            2,251               
住民向けパンフレット等の作成・全戸配布、学習会開催（講師
謝金･旅費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,799            2,799               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談窓口の機能強化 139              139                  法律問題相談会（弁護士派遣委託料）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 新たに消費生活相談窓口を本課に併設

⑦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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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（兼務担当職員２名）に県等の主催研修会に合わせて７回参加できるよう旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに住民向けパンフレットを作成し全戸配布、その他学習会開催（１回、パンフレットも活用）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 消費者問題法律相談会開催（年６回）

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 50                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,799          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,819            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円 前年度差 -30            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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

-      -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 築上町 平成

対象経費

21 年度自治体コード 406473

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口看板の設置 61                61                   消費者相談窓口看板作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

331              331                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費・研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の研修会・講習会参加に必要な経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,553            1,553               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） コミュニティＦＭ啓発番組の作成と定期放送を行う。　無料弁護士相談 1,161            1,161               啓発番組作成放送業務一式・無料弁護士相談費用

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 無し

（強化） 消費生活相談窓口看板作成

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧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） 無し

（強化） 消費者行政担当職員が研修会・講習会に参加するための旅費及び参加費の支援を行う。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 無し

（強化） コミュニティＦＭ放送を活用し、オリジナル啓発番組の作成と定期放送を行う。弁護士による無料法律相談開催

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 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 35                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,553          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,416            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,863          千円 前年度差 1,828          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

人 平成21年度末予定

相談員総数 -      人 平成21年度末予定

相談員数

人

相談員総数

相談員数

人

-      人

人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

人 平成21年度末予定

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援
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