
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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出張講座講師養成のための研修参加支援

46043

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

研修会開催，相談員の研修への参加支援

相談員の研修への参加支援

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

143③消費生活センター機能強化事業（拡充）

40

鹿児島市

合計

事業経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

相談窓口の開設時間を延長、事務用機器の設置、電話回線の
改修による強化

都道府県名 鹿児島県 市町村名 自治体コード

3,686            -

150

振り込め詐欺啓発事業、消費生活エキスポかごしま検討
事業、地域消費者リーダー・ガイド事業

40

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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支援（２名）

440 連絡会議開催、メールマガジン配信経費等

3,686                

研修参加受講料、旅費283               283                   

50 50

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 440

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

悪質商法に関する見守りネットワークの構築（消費者被害
未然防止会議の開催、メールマガジンの配信）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

143

年度

振り込め詐欺の啓発リーフレット、シールの作成、大型スクリーン
による広報、電車・バスのアナウンスによる広報、消費生活エキ
スポの実施計画作成業務委託料、地域消費者リーダー及び出
張講座講師の育成、研修会講師謝金等

2,580

受講料

平成 21

事務用機器の設置（シュレッダー）、電話回線の改修（ＩＰ回線に変更）

研修の講師謝金、交通費

150 旅費の支援

2,580



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化） 相談員を研修会に参加できるよう支援

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 将来的な相談を担える人材を育成するため、出張講座の講師を養成する（実務的研修２名参加）

（強化）

相談員窓口の開設時間９：００～１７：００

（強化） 相談窓口の開設時間９：００～１７：１５への延長や、事務機器等の設置による機能強化を図る

（既存）

（強化） 国民生活センター等が行う研修に年２回参加

（強化）

悪質商法に関する見守りネットワークの構築（消費者被害未然防止会議の開催、メールマガジンの配信）

（強化）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）
振り込め詐欺対策の啓発リーフレット、シールの作成、大型スクリーンによる広報・啓発。消費生活フェアを終了し、安心安全をテーマに
した「消費生活エキスポかごしま」を新規に実施するための検討を行う。
地域での簡易な出張講座を実施する「地域消費者リーダー」を養成する

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）

（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）

国民生活センター等が行う研修に年１回参加

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 若年者から高齢者までの各年代に応じた啓発資料の作成。消費生活フェアの開催

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業



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

（強化）

うち基金（交付金相当分）対象外経費

2      

実施形態

自治体参加型

研修参加・受入要望

参加者数

人

追加的総費用

人時間／年

年間研修総日数

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

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

-                  千円

千円

人日

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）

なし
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化） 出張講座の講師を養成するため、地域消費者リーダー・ガイドの研修参加を支援

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

35,942         千円前年度差 6,626          

千円

千円

29,316           

39,628           

3,686          

千円

100   人日

人

年間実地研修受入総日数



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

平成20年度末

人

人

人

人 人6      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

6      

-      

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末予定

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

-      

うち常勤職員の相談員

平成20年度末

平成20年度末

6      

-      

6      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末

相談員総数

○

処遇改善の取組

研修参加の受講料等を支援

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 鹿児島県

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） 相談窓口の強化 1,942            1,942                

自治体コード 462039市町村名 鹿屋市

相談処理の迅速化用：事務用機器購入

平成 21

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）

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）

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） 相談員等の県外研修への参加支援 444               444                   旅費、研修費（国民生活センター事例研修、PIO-NET入力研修等）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

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）

- 2,386            2,386                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 相談室の複写機、パソコン機種は古く、処理速度及び情報読み取り等に難あり。啓発用視聴覚機材がなく、消費者教育（DVD上映等）が不十分

（強化） パソコン機器等を新規購入し、消費生活情報収集及び事務処理の迅速化を図り、相談窓口の対応力が強化される。地域の啓発事業の裾野拡大が図れる。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化） 県外研修（国民生活センター主催の事例研修、PIO-NET入力研修等）に参加できるよう旅費、研修費を支援する。

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）

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）

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） 県外研修予算計上なし。なお県内研修は予算措置あり。

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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）

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

（強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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 7,532            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,386          千円

平成21年度の消費者行政予算 10,159           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 7,773          千円 前年度差 241             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 3      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人

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

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の研修旅費を支援（平成21年度予算）、県外研修予算の支援（基金充当予定）

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,460            3,460                

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及び消費者行政についての周知 1,750            1,750                
出前講座用資料，啓発用チラシ，消費生活教材の放映機器，
「消費生活啓発」回覧版用バインダー等

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）

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） 相談員の研修及び担当職員の研修参加 210               210                   

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） 消費者相談室の機能強化 1,500            1,500                相談室の改修工事，パソコン・プリンター，文書保存ロッカー等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462047 平成自治体コード

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

枕崎市都道府県名 鹿児島県 市町村名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

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）

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） 県から配布されるチラシのみを配布（回覧方式），広報紙に連載記事を掲載し、相談窓口を案内

（強化） 相談事例に基づくチラシの配布及び消費者行政への理解を深めるための教材の放映，「消費生活啓発」回覧板用バインダー

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） 県開催の研修のみ参加（相談員及び職員），全国消費生活相談員連絡協議会の研修会には自費参加

（強化） 国民生活センターが実施する研修会に参加できるよう，また，相談員が自費参加をしていた研修会への旅費を支援する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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） 消費生活相談窓口を設置

（強化）
消費生活相談窓口と家庭児童相談窓口を同室に置き，消費生活相談員の不在時の対応強化を図る。また，相談内容の秘密性を重視し，個室相談室の新設とともに防音
設備の整備を行う。

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）

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

前年度差 -3               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 1,132          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,460          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,135            千円

平成21年度の消費者行政予算 4,592            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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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

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

④その他 ○ 出勤日以外の相談に係る負担の軽減（家庭児童相談員及び職員による対応）

相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

416               416                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

221               221                   全世帯（約25,000世帯）リーフレット購入費

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

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リーフレット配布(年１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） 相談員の県外の研修への参加支援（１名・年２回予定）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費及び受講料等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

195               195                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462080 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 出水市 自治体コード



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） 出水市全世帯（約２５，０００世帯）に消費生活啓発のリーフレットを配布。（年１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） 相談員の県外の研修への参加支援（１名・年２回予定）

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 434             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 1,951          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 416             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,517            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,367            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

④その他

相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月報酬を３３％向上

人 平成21年度末予定

1      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

886               886                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

281               281                   リーフレット・チラシの作成

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

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

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） 相談員の県外・県内での研修への参加支援（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

400               400                   相談窓口周知用リーフレットの作成及び相談室用パーティション購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

205               205                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 消費者相談窓口の周知及び支所への相談スペースの確保

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462101 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 指宿市 自治体コード



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） 広報紙おしらせ板に年６回掲載

（強化） 新たに消費者被害防止のため,リーフレット・チラシを作成（年４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） 県外（福岡県）で開催される研修には,相談員が自費で参加

（強化） 県外（神奈川県・福岡県）及び県内で開催される研修の旅費を支援

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） なし

（強化） 全戸への相談窓口周知用リーフレットを作成　・　支所に出向いての相談に対応するための相談スペースの確保を図る （週２回×半日×２箇所）

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 -193           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 1,340          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 886             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,533            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,226            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 118   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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 県外開催研修に参加するため,旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
ＰＩＯ－ＮＥＴ即日入力や相談件数の増加に対応するた
め、相談員の勤務日数を平成21年8月から月15日を月17
日とする。

1,192            1,192                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

450               450                   情報紙の隔月発行、啓発用ビデオ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

74                 74                    

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

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参加支援（無資格2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・参加費用

⑨消費生活相談窓口高度化事業

300               300                   
多重債務・消費生活情報展示用パンフレットスタンド購入，事務
用機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

368               368                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談窓口の機能充実

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462136 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 西之表市 自治体コード



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） 相談員は毎月15日勤務

（強化） 消費者庁創設に伴い相談件数等業務量の増加が予想されるため、平成21年8月から勤務日数を月17日に変更して対応。

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）
消費生活情報は年5回程度市の広報紙に掲載。高齢者向け講話で使用する啓発用ビデオは２週間の期限で県消費生活センターから
借用して使用。

（強化）
隔月1回のペースで消費生活に関する情報紙を発行し全世帯(8000世帯)に配布する。年40回程度実施している高齢者学級などで、ビ
デオを活用した分かりやすい講話を実施する。

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） 県内で開催される研修会に自費及び予算の範囲内で参加

（強化） 県や国民生活センターが開催する県内の研修会に相談員1名（無資格）及び職員1名が参加できるように旅費及び研修経費を支援

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） 多重債務・消費生活情報は、他の行政情報と同じ情報公開コーナーに展示

（強化） 多重債務・消費生活情報は、他の行政情報とは区別して、相談窓口近くにパンフレットスタンドを新たに設置し分かりやすく展示。事務
室内に新たに書庫を設置して消費者行政関係資料を整理し，業務を効率的に遂行する。

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 147             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 1,045          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,192          千円

平成20年度の消費者行政予算 898               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,237            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      96               人時間／年 74                  

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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費及び必要経費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,450            1,450                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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、国民生活センターが開催する研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

　旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,300 1,300 　相談室の改修、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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 事務所の改修及び事務用機器整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462144 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 垂　水　市 自治体コード



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）

（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、国民生活センターが開催する研修へ参加できるよう旅等支援

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） 衝立による間仕切りの相談室

（強化） 改修による相談室の個室化及び事務用機器の整備

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 4                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 1,874          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,450          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,870            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,324            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

④その他

相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 県、国民生活センターが開催する研修へ参加できるよう旅費等を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

59                 59                    相談員旅費

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）

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,900            2,900                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 支所巡回相談窓口の開設

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）

1,519            1,519                パンフレット印刷代・講師謝金・市民講座等材料代

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

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・市民講座の開催

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・県開催の研修会への参加支援(３名)

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

435               435                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口の機能強化

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462152 平成

事業名 事業の概要 対象経費

事務機器の設置

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

887               887                   

都道府県名 鹿児島県 市町村名 薩摩川内市 自治体コード



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） 教育・啓発用パンフレットの作成・消費生活フェアの開催・市民講座の開催・消費者ガイド養成講座の開催

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） 国セン研修（相模原）各相談員１回　　国セン研修（九州管内）各相談員１回

（強化） 既存の研修に加え，国セン研修（相模原）　各相談員１回　　国セン研修（九州管内）　各相談員２回を受講

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） 市民課の総合相談窓口として，消費生活相談を実施・支所巡回相談なし・専用ファックス等不備

（強化） ＰＩＯ-ＮＥＴ配備・８支所巡回相談・専用機器の設置



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 419             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 7,127          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,900          千円

平成20年度の消費者行政予算 6,708            千円

平成21年度の消費者行政予算 10,027           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） ８支所巡回相談窓口の開設

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）
（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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 3      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 類似団体の勤務条件等調査

人 平成21年度末予定

3      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談体制の強化に伴う相談員の勤務日数の増加

872               872                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

月　１４日→１８日　賃金、社会保険

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

712               712                   啓発用機材・機器、ＤＶＤ、教材等

⑫食品表示・安全機能強化事業

130               130                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 啓発事業(出前講座)の強化による機材・機器等の整備

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）

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

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設） PIO-NET設置に伴うプリンタ設置台の整備

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度46216 平成

事業名 事業の概要 対象経費

プリンタ設置台

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

30                 30                    

都道府県名 市町村名 日置市 自治体コード



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） 月１４日勤務

（強化） 月１８日勤務

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） 出前講座に使用するための機材・機器等の整備

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）

（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

（強化） プリンタ設置台の整備（１台）



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 98               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 1,592          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 872             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,494            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,464            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      90               人時間／年 130                

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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の新規配置

2,492            2,492                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

○報酬
○保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

               752                    752 ○悪質商法被害防止シールの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

               896                    896

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 悪質商法被害防止の強化

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） 消費生活相談員養成講座等参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

○消費生活相談員養成講座（基礎・実務コース）
○県消費生活センター主催各研修

⑨消費生活相談窓口高度化事業

               360                    360
○消費者向けチラシ掲示用カタログケース
○消費者相談パソコン・プリンター
○相談窓口用ローカウンター

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

               484                    484

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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，相談機能の充実・向上

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462179 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 曽於市 自治体コード



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） 兼務職員のみ配置され，相談員はいなかった

（強化） 相談員の新規配置

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） 特に実施はしていない

（強化） 悪質商法被害防止のシール作成

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） 担当者会等旅費

（強化） 消費生活相談員養成講座や各種研修等の旅費

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） 専用の相談窓口はなく，他業務と兼用のカウンターで対応

（強化） 相談窓口用のローカウンター，イス，パソコン，カタログケースを購入し，相談窓口を設置

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 -3               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 199             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,492          千円

平成20年度の消費者行政予算 202               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,691            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      894             人時間／年 896                

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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

3,098            3,098                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

2,273            2,273                機材・事務用機器の設置、パンフレットの作成、啓発講座用DVD等

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

県外・県内での研修

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

438               438                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462187 平成

事業名 事業の概要 対象経費

事務機器の設置、執務資料の購入

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

387               387                   

都道府県名 鹿児島県 市町村名 霧島市 自治体コード



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） 新たに高齢者層向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成。プロジェクター等を利用した啓発講座を開催。

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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 国民生活センターや県開催の研修に職員・相談員を参加できるよう旅費を支援。

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） 消費生活相談窓口を本課に併設。

（強化） 消費生活相談窓口をセンターに名称変更して、市民にわかりやすい相談体制を整える。



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 128             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 2,099          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,098          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,971          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,197          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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センターや県開催の研修に相談員が参加できるよう旅費を支援。

③就労環境の向上

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 賃金の増額を検討する。

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

48                 48                    謝金・講師旅費

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）

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,481            1,481                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 有識者による消費生活無料相談会（年2回）

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）

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

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

122               122                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談室・必要機器の設置

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462195 平成

事業名 事業の概要 対象経費

相談室・必要機器の設置

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

1,311 1,311

都道府県名 鹿児島県 市町村名 いちき串木野市 自治体コード



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）

（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、市費により相談員が参加

（強化） 宿泊を伴うような長期研修に相談員等が参加できるよう旅費を支援（H21年度は神奈川県相模原市2/17～2/19）

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

（強化） 相談室を設置し、相談者が安心して相談できる環境を整備する。



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 87               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 1,930          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,481          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,843            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,411            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）
複雑高度化する消費生活問題や多重債務に係る問題などについて、弁護士や司法書士などの無料相談会を実施し解決を図るととも
に、相談員や担当者等関係者の研修会も実施し、資質の向上を図る。

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）



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

相談員数

②研修参加支援 ○ 宿泊を伴うような長期研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,316            2,316                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

870               870                   高齢者及び新成人向けパンフレットの作成、悪質販売防止シール配布

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

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

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） 相談員の県内外で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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（1名）

研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

325               325                   事務機器の整備、消費者情報ボードの設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

132               132                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

989               989                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者への相談体制の強化、消費生活情報の提供及び啓発

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462209 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 南さつま市 自治体コード



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） 新たに高齢者及び新成人向けの悪質被害防止のためのパンフレット作成。悪質訪問販売防止対策シールの配布

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） 全国相談員協会研修及び国民生活センター開催の研修に参加

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） なし

（強化） 新たに相談を担える者を1名養成するために実務的研修に参加

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費者への消費者情報の発信、相談体制の機能強化

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 -5               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 1,619          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,316          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,624            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,935            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 1      人

年間研修総日数 112   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

④その他 ○ 消費生活相談員の増（2人体制）

相談員数

②研修参加支援 ○ 全国相談員協会及び国民生活センター開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

2      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の勤務日数の拡大

2,418            2,418                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

勤務日数拡大による報酬の増加分、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）

200               200                   パンフ作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

518               518                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 消費生活被害防止啓発

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） 消費生活相談員養成講座参加（1名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談員養成講座参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,300            1,300                パソコン、プロジェクター一式、巡回相談及び啓発活動用車両

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 機材・事務機器の設置

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462217 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 志布志市 自治体コード



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） 日額報酬6,750円　月14日（月水金の３日）勤務

（強化） 月額報酬132,000円　週5日（平日）勤務　9時から17時

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） なし

（強化） 国民生活センター実施の消費生活相談員養成講座への参加支援

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） なし

（強化） ノート型パソコン、プロジェクターの設置、巡回相談・出前講座及び消費生活関係業務用車両の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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 508             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 1,479          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,418          千円

平成20年度の消費者行政予算 971               千円

平成21年度の消費者行政予算 3,897            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      378             人時間／年 518                

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

④その他 ○ 有給休暇10日/年

相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が実施する研修会参加のため旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬（14日×6,750円×12月）から月額報酬（132,000円×12月）

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,592            2,592                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

742               742                   パンフレット作成，出前講座開催

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

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

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） 相談員への参加支援（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・受講料・教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,450            1,450                相談室の改修及び事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談室の改修及び事務用機器の設置

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462225 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 奄美市 自治体コード



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） 各種団体を対象に出前講座を実施。

（強化） 新たに高齢者向けの悪質商法被害防止等のためのパンフレットを作成。

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） 県開催の研修に，相談員の参加。

（強化） 消費生活相談員のレベルアップのための研修機会を拡充。

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） 相談室の改修。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）

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 -4               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 1,299          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,592          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,303            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,891            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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費・受講料・教材費を支援

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 ・消費生活相談員の新規配置に伴う経費

1,077            1,077                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

報酬、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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

578               578                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

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） ・相談員のレベルアップの為の研修参加に伴う経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

費用弁償

⑨消費生活相談窓口高度化事業

423               423                   机、椅子、ワゴン、パソコン、参考書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

76                 76                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） ・機材・事務用機器の整備　　・執務参考資料の整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462233 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 南九州市 自治体コード



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） ・なし

（強化） ・相談員の新規配置

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） ・なし

（強化） ・県や国民生活センターが開催する県内外の研修会に相談員１名（無資格）が参加できるように旅費及び研修経費を支援

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） ・消費生活相談員の机、椅子、ワゴン、パソコン、参考書などの購入

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 -                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 223             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,077          千円

平成20年度の消費者行政予算 223               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,300            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      640             人時間／年 578                

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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

126               126                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

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

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

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・県外での研修への参加支援（1名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

126               126                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462241 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 伊佐市 自治体コード



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）

（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） 県開催の研修に相談員の自費により参加している。

（強化） 県開催の研修に相談員１名を年４回、法人主催の県外研修に年１回１名参加する。

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）

（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 390             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 1,497          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 126             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,107            千円

平成21年度の消費者行政予算 1,623            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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 県内年4回、県外年1回の研修旅費及び教材費

③就労環境の向上

相談員数 1      

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

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,802            1,802                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

399 399 住民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

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

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） 相談員のレベルアップ（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務研修への参加（１名）

研修参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

505               505                   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）

368               368                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

530 530

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口拡充

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度462250 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 姶良市 自治体コード



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） 新たに住民向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成。

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） なし

（強化） 相談員を研修に参加させレベルアップをはかる

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） なし

（強化） 新たに相談を担える者を１名養成するために実務的研修に参加

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費者相談窓口の拡充　（機材の購入）

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 266             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 686             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,802          千円

平成20年度の消費者行政予算 420               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,488            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 1      人

年間研修総日数 100   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

④その他

相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

4,900            4,900                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

3,000            3,000                講習会開催,啓発チラシ印刷

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

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

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） 相談に従事する一般職員の研修参加支援（1名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加旅費（1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,500            1,500                事務用機器の設置・資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談窓口の強化

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465259 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 瀬戸内町 自治体コード



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） 講習会開催（年1回）啓発チラシ印刷・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） 研修に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） 相談用窓口における,機材及び資料購入

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 -                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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,900          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 4,920            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 80    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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

400               400                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

301               301                   チラシ作成・DVDソフト購入・OA機器購入

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

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 教育用資器材の整備・教育啓発の強化

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） 職員研修旅費参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

99                 99                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465291 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 喜界町 自治体コード



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） 消費者トラブル防止のためのチラシ作成や消費者教育のためのDVDソフトの購入・消費者教育に活用するためのOA機器の購入

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） 相談業務に従事する職員の研修参加旅費等の支援

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）

（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                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 92               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

平成20年度の消費者行政予算 91                 千円

平成21年度の消費者行政予算 492               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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

3,089            3,089                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

2,000            2,000                高齢者向けパンフレットの作成、説明会・相談会の開催

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業

200               200                   機材・事務用機器・執務参考資料の整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

研修参加支援費・旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

889               889                   

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拡充（平成21年度内拡充予定）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465305 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 徳之島町 自治体コード



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） 新たに高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成。説明会・相談会を開催。

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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担える者を1名養成するために実務的研修に参加。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） あり

（強化） 本課に開設している消費生活相談窓口を拡充。

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 4                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 62               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,089          千円

平成20年度の消費者行政予算 58                 千円

平成21年度の消費者行政予算 3,151            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 1      人

年間研修総日数 65    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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

3,060            3,060                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

2,000            2,000                高齢者向けのパンフレットの作成，講座の開催

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

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

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成の実務的研修への参加（1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

200               200                   機材・事務用機器の設置。執務資料購入等に係る経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

研修会参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

860               860                   

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拡充

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465313 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 天城町 自治体コード



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） 新たに高齢者向けの悪質商法被害防止のためのパンフレットの作成。講座の開催

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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新たに相談を担える者を１名養成するために実務的研修に参加

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窓口を本課に開設

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 25               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 86               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,060          千円

平成20年度の消費者行政予算 61                 千円

平成21年度の消費者行政予算 3,146            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 1      人

年間研修総日数 66    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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

200               200                   弁護士旅費，謝金

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,800            1,800                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による消費法律相談

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）

400               400                   セミナー等の開催・パンフレット等の作成

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

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 消費者教育・啓発の強化

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） 消費生活相談員の研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加経費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

800               800                   事務用機器の購入，窓口改修

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 事務用機器の整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465321 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 伊仙町 自治体コード



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） 消費者教育・啓発の強化（セミナー等の開催・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
（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） 消費生活相談員の研修参加支援（研修旅費・研修費・教材費）

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） 事務用機器の整備（机・パソコン・プロジェクター等の整備・窓口設置のための改修等）

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 1,200          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 1,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,800          千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 3,000            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） 弁護士による消費法律相談（多重債務・悪徳商法等の相談会の開催）

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

④その他

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

1      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 平成21年度末予定 相談員数

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

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）

372               372                   旅費 ，報償金　

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 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

714               714                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 安心・安全なまちづくり法律相談事業（弁護士旅費及び報償費）

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）

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

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

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） 消費生活相談窓口で従事する職員のレベルアップ事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費，受講料等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

342               342                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

21 年度465330 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 和泊町 自治体コード



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）

（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） 消費生活相談窓口で従事する職員のレベルアップ事業（研修参加旅費，受講料等支援）

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）

（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 219             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 332             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 714             千円

平成20年度の消費者行政予算 113               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,046            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） 安心・安全なまちづくり法律相談事業（弁護士旅費及び報償費）

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）
（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

相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定

-      人

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 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

