
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）

謝金

合計 - 10,504 8,885 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談会の実施 210 210

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

講師謝金、情報誌へ広告掲載、大型プリンター、プロジェクター購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座、周知広告、備品・消耗品購入 3,144 2,447

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の表示・安全に関する研修会の開催 64 64 講師謝金

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

委託料

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 弁護士による高度な相談への対応 1,200 600

講師謝金

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・職員の県外研修会への参加支援 850 528 研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員・職員スキルアップのための研修会の開催 36 36

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談室・事務室の改修工事費

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） プライバシーやセキュリティ確保のため相談室・事務室の改修 5,000 5,000

自治体コード都道府県名 佐賀県 市町村名 佐賀市 412015 平成 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

対象経費

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） 消費者啓発のためのチラシ等の購入

（強化） 消費者啓発講座（年4回）、消費者トラブル防止のための啓発広告の掲載、備品・消耗品の購入(ロール紙、インク）

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） なし

（強化） 食品表示・安全に関する研修会の開催（年2回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士による高度な相談への対応（月2回）

（強化） 弁護士による高度な相談への対応（月2回から月4回へ）

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） なし

（強化） 相談員・職員のスキルアップのための研修会の開催（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）
（既存） 相談員・職員のスキルアップのための研修会への参加支援（年５回）

（強化） 相談員・職員のスキルアップのための研修会への参加支援（年５回から年13回へ増加）

（強化）

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）

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）

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） なし

（強化） 相談者のプライバシー確保及びセキュリティの強化のため相談室・事務室の改修工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）



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

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 30 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） 消費者問題夜間相談会（年7回）（弁護士による市民向けの消費トラブル夜間相談会）

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

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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 17,217         千円

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,885          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

平成21年度の消費者行政予算 25,241         千円

-861           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,356         千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 相談員数

相談員総数 5      人

人 平成21年度末予定 人

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 5      

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人人 平成21年度末予定

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 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 4      

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会等への参加旅費の支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,297 1,297 -

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

印刷代ほか、プロジェクター等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシ等作成・出前講座等に活用する機器購入 687 687

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） 国民生活センター開催の研修への参加支援 95 95 旅費・受講料相当額　

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）

パソコン２台　

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） パソコンを設置し、消費者被害の最新情報の収集 515 515

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）

都道府県名 佐賀県 市町村名 唐津市 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 412023 平成 21



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） 液晶プロジェクター等を購入し出前講座の際に活用する。相談窓口の周知や新たな悪徳商法被害防止のためチラシ等作成。

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）

（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）

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） 国民生活センター研修参加支援をして相談員のレベルを向上し、複雑･多様化する相談に的確な対応をする。

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 受付時間「9時～１７時」。相談専用パソコンなし。

（強化） 受付時間を市役所開庁時間に合わせ「８時30分～１７時１５分」に延長する。相談専用パソコンの設置により最新情報の収集を強化する。

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

千円

平成21年度の消費者行政予算 15,112           千円

764             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,815         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

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

平成20年度の消費者行政予算 13,051           

1,297          

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

対象人員数

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 3 人

年間実地研修受入総日数 45 人日

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

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）
（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

②研修参加支援 ○ 研修参加経費予算計上０円→９４，４００円（相模原市：旅費他９４，４００円）

③就労環境の向上 ○ インターネットを利用できる環境整備を行った。

人

平成21年度末予定 相談員数 人

3相談員数 3

人

人相談員数

人

人 平成21年度末予定

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託先職員等の相談員 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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

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

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 鳥栖市 自治体コード 412031 平成 21

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

改修工事費パーテーション等備品及びセンター周知の消耗品

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） 改修工事、相談室の増設及びセンター周知 5,000            5,000                

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）

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） 研修への参加支援 77                 77                    研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

プロジェクター・スクリーン等の機器及び啓発パンフレット等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発のための備品・消耗品購入 2,000            2,000                

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）

- 7,077            7,077                合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存） 消費生活苦情相談窓口の併設、1日1名の相談員配置

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）

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）
（強化） 事務所を改修し、ＰＩＯ－ＮＥＴを配備し、相談員1日2名体制

（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） なし

（強化） スキルアップのための研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 講座等開催のための機器購入及び啓発リーフレット等の作成

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）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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）

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

（強化）

実地研修受入人数 1      人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 1,674            千円

年間実地研修受入総日数 13    人日

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 4,266          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,077          千円

平成21年度の消費者行政予算 11,343           千円

前年度差 2,592          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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 2      人

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催の研修会等への参加費支援

人

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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

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 ○ 委託に切り替え、相談員配置に係る日額単価をアップした。

人 平成21年度末予定 相談員数 2      



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 - 1,967            1,867                -

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

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（1名）・担当職員（2名）の研修参加支援 367 367 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）

庁舎改修

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） 相談室の整備 1,600 1,500

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 多久市 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 412040 平成 21



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）

（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）

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） 相談員や相談業務を行う職員は、遠方開催の研修が自費での参加となるので、受けられる研修が限られている。

（強化） 相談員はより高度な、担当職員はより専門的な知識を身につけるための研修に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） 相談を受けるにあたり、共用の会議室を利用。

（強化） 専用の相談室を設ける。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,200          千円 前年度差 486             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,867          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,067            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

平成20年度の消費者行政予算 714               千円

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 13    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

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

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

②研修参加支援 ○ 旅費の都合で行くことができなかった県外の研修に参加できるよう旅費を支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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8月開設) 750               750                   

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 佐賀県 市町村名 伊万里市 自治体コード 412058 平成 21

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

事務用機器(パソコン、プリンター、キャビネ等)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）

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）

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）

成人式・敬老会等での啓発用冊子、パンフレットの配布

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 683               683                   

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）

- 1,433            1,433                合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 消費生活相談を週3回(月・水・金)実施している。

（強化） 週３回(月・水・金)の消費生活相談を週５日にする。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（強化）

（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） 成人式で「くらしの豆知識」、敬老会で振り込め詐欺防止のパンフレットを配布する。

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）

（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）

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

（強化）

実地研修受入人数 1      人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 1,622            千円

年間実地研修受入総日数 13    人日

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 2,681          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,433          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,114            千円

前年度差 1,059          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

-      

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他 なし

②研修参加支援 なし

-      人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上 なし

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

人 平成21年度末予定 相談員数 1      



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 - 2,471            2,451                

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

プロジェクター、スクリーンなど

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 1,193            1,183                

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） 相談員の資質向上のための研修参加支援 160               150                   旅費など

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） 消費生活センターの整備 1,118            1,118                事務所整備、事務用機器の設置（レーザー複合機など）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 武雄市 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 412066 平成 21



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） 悪質商法等被害を防止するため出前講座等の実施

（強化） 出前講座の内容を充実するため、啓発教材等の作成、啓発用機材の準備

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）

（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）

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）

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） 国民生活センター等主催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 国民生活センター等主催の研修に相談員が参加できるよう旅費を支援

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存） 消費生活相談窓口を月～金曜日に開設

（強化） 消費生活センターの体制整備のため、事務所の整備（相談者がスムーズに相談を受けられるよう受付窓口の移設）、事務用機器の設置



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,626          千円 前年度差 3,380          

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,451          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,077            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

平成20年度の消費者行政予算 2,246            千円

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 13    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 -                    

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） 訪問型消費生活相談の実施

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

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

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

処遇改善の取組

○ 相談室等の整備

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 -      人

2      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 2      人

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

相談員数 -      

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 鹿島市 自治体コード 412074 平成 21

ノートパソコン・プリンタ・キャビネットの購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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と事務能率向上のための執務環境の整備 300               300                   

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） 相談員が研修に参加するための旅費 146               146                   相談員研修参加旅費（相模原1回、鹿児島1回、福岡2回）

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）

パンフレット等の作成・プロジェクター・ロールスクリーンの購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座などに使用するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成及び機器の整 600               600                   

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）

- 1,046            1,046                合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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） 相談室から離れた庁舎のコピー・パソコン等の事務機器を利用している。

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）
（強化）

（強化） 消費生活相談窓口機能強化と事務能率向上のための執務環境の整備。ノートパソコン・プリンタ・キャビネットを購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員は所属する『NPO法人消費生活相談員の会さが』が負担する旅費で研修に参加。

（強化） 相談員が研修に参加。

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） 啓発講座・説明会に使用する教材やパンフレットの作成、及び、プロジェクター・ロールスクリーンの購入。

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）

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

（強化）

実地研修受入人数 1      人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 859               千円

年間実地研修受入総日数 13    人日

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 2,793          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,046          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,839            千円

前年度差 1,934          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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加支援

人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○ 事務能率向上のための執務環境の整備（ノートパソコン・プリンタ・キャビネット）

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 1      



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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 嬉野市 自治体コード 412091 平成 21

ノートパソコン2台、ファックス等複合機1台、ＩＴ環境整備等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室のパソコン等及びＩＴ環境を整備 500               500                   

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）

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）

講師謝金、保存版啓発パンフ、他啓発用紙、印刷インク、パンフレットス
タンド他

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活啓発の強化（講座開催、啓発チラシ・パンフ配布等） 1,800            1,790                

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）

- 2,300            2,290                合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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） 本庁及び支所において相談窓口開設。各相談室には内線電話を設置し相談に対応。

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）
（強化）

（強化） 相談窓口に外線電話及びパソコン、複合機（ファックス、コピー等）等を設置するとともにＩＴ環境を整備し、的確かつ迅速な相談環境の整

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） 啓発講座開催（担当者が老人会等へ出向いて開催）、消費生活に係る最新情報及び重要情報等を印刷し全戸回覧

（強化） 老人会等の出前講座実施のための専門講師の派遣、消費者啓発用冊子（一般用・保存版）の全戸配布、消費者啓発強化に係るチラシの全戸回覧等

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）

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

（強化）

実地研修受入人数 1      人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 535               千円

年間実地研修受入総日数 13    人日

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 1,035          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,290          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,325            千円

前年度差 500             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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他

②研修参加支援

人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○ 相談室には内線電話のみの設置なので、パソコン、複合機（ファックス等）等の設置及びＩＴ環境整備を実施

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 1      



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 - 225               225                   -

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

講師謝金

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者を中心とした消費者向けの悪徳商法被害防止講演会開催 20                 20                    

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）

事務機器（パソコン）購入、執務参考資料図書購入

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を図るために必要な事務機器と執務参考資料の購入 205               205                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 神埼市 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 412104 平成 21



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） なし。

（強化） 高齢者を中心とした消費者向けの悪徳商法被害防止講演会を講師を招いて開催し、被害防止の周知をはかりたい。

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）

（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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専用パソコンなし。既購入図書なし。

（強化） 専用の新規パソコンを導入し、最新情報収集に役立てたい。執務参考資料図書を購入し、消費生活相談対応の向上に役立てたい。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 595             千円 前年度差 11               

うち基金（交付金相当分）対象経費 225             千円

平成21年度の消費者行政予算 820               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

平成20年度の消費者行政予算 584               千円

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

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

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

○ 新規に専用パソコンを購入し、相談業務の利便性を図る。

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 -      人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

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

相談員数 -      

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 吉野ヶ里町 自治体コード 413275 平成 21

事務用機器（パソコン）の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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を図るために必要な事務機器の購入 120 100

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）

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）

パンフレット作成、講師謝金

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 50 50

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）

司法書士謝金

- 811 265

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士による無料相談の開催 641 115

-合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

なし

（強化） 相談窓口の機能強化を図るために必要な事務用機器の購入

（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） 新たな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。説明会を開催（2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）



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 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

研修参加・受入要望

自治体参加型

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） 新たに司法書士による無料相談を開催する

人

年間実地研修受入総日数 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）

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態

千円

平成21年度の消費者行政予算 811               千円

平成20年度の消費者行政予算 525               

うち基金（交付金相当分）対象経費 265               千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 546               千円 前年度差 21                 

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



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 1 人

相談員数

相談員総数

人うち常勤職員の相談員 平成20年度末

消費生活相談員の配置 平成20年度末

相談員数

④その他

②研修参加支援

うち非常勤職員の相談員

③就労環境の向上

平成20年度末

相談員数 1

処遇改善の取組 具体的内容

人 平成21年度末予定相談員数

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

①報酬の向上

相談員数 人

1 人人 平成21年度末予定

1



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 - 1,513            1,513                -

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

出前講座用機材、パンフレット購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発強化事業 500 500

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） 消費者行政研修会への参加 13 13 相談員研修参加費（１名分）×４回

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

パソコン、書棚、パンフレットボックス、看板、書籍

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） 機材・事務用機器の設置、参考資料購入 1,000 1,000

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 基山町 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 413411 平成 21



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） なし

（強化） 各種団体への消費生活に関する出前講座のため機材を整備する。高齢者向けの消費生活に関するパンフレットを購入する。

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）

（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）

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） 県開催の研修会には、相談員の自費により参加

（強化） 県開催の研修会に相談員１名を年間４回参加できるよう旅費を支援する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談日を月２回会議室において開催

（強化） 消費生活相談日における相談会場の備品等を整備し、相談機能の強化を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 430             千円 前年度差 256             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,513          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,943            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

平成20年度の消費者行政予算 174               千円

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

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

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

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

①報酬の向上 ○ 日額報酬を５０％向上

相談員数

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数 1      

人 平成21年度末予定 相談員数

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 - 740               740                   -

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

説明会開催のための機材の購入、講師謝金　住民向けパンフ
レットの作成

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教育、啓発及び悪質商法、消
費者保護制度の広報

540               540                   

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）

事務用機器の設置

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） 相談窓口強化のための体制の整備 200 200

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 みやき町 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 413461 平成 21



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化）
専門的知識を有する者による、若年者、高齢者を対象とした説明会の開催（年２回）及びわかりやすい説明会実施のためのプロジェク
ター等の機材の購入
悪徳商法被害防止のための全世帯を対象としたパンフレットの作成

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）

（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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 円滑な相談窓口業務を行うためにパソコン設置の整備

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 514             千円 前年度差 -1               

うち基金（交付金相当分）対象経費 740             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,254 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

平成20年度の消費者行政予算 515 千円

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

○ 相談に必要な機材等の充実を図り、円滑な窓口業務が実施できるよう取り組みを行

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 有田町 自治体コード 414018 平成 21

専用電話機及びパソコンの設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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事務所設備の改善 177               150                   

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）

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）

- 177               150                   合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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） 専用電話機なし（窓口で使用している移動電話機にて対応）、パソコンなし

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）
（強化）

（強化） 専用電話機及びパソコンの設置、（参考図書の充実・・・一般財源）

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）

（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）



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）

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

（強化）

実地研修受入人数 1      人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 508               千円

年間実地研修受入総日数 13    人日

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 660             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             千円

平成21年度の消費者行政予算 810               千円

前年度差 152             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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他

②研修参加支援

人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○ 専用電話及びパソコンの設置

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 1      



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 - 317               317                   -

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

パンフレット作成及び説明会開催経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者学級事業と連携し高齢者の悪徳商法被害を防止
するため説明会を開催

100               100                   

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）

事務用機器の設置

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） 消費者生活相談に係る相談窓口を拡充 217               217                   

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 大町町 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 414239 平成 21



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化）
消費者トラブル啓発のパンフレットを作成し、消費者被害の未然防止を図るとともに高齢者学級事業と連携し、高齢者の悪徳商法被害
の防止を図る。

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）

（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）

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）

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（パソコン）を設置することで、インターネットを介して相談に関わるサイトの閲覧及び必要な情報を収集し、より迅速な対応が
できるよう消費生活相談の体制整備を図る。

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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

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）



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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 273             千円 前年度差 94               

うち基金（交付金相当分）対象経費 317             千円

平成21年度の消費者行政予算 590               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

平成20年度の消費者行政予算 179               千円

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

人うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 江北町 自治体コード 414247 平成 21

執務参考資料等の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

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 36                 30                    

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）

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）

- 36                 30                    合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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） 事務用品の購入

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）
（強化）

（強化） 執務参考資料等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

（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）



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）

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

（強化）

実地研修受入人数 人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 215               千円

年間実地研修受入総日数 人日

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 321             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 30               千円

平成21年度の消費者行政予算 351               千円

前年度差 106             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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他

②研修参加支援

人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

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

人 平成21年度末予定 相談員数 1      



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 - 798               798                   -

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

中学３年生・新成人・高齢者を対象とした啓発パンフレットの製
作。出前講座で啓発のビデオを上映する際に使用するビデオプ
ロジェクター、スクリーンの整備

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 734               734                   

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） 国セン主催の研修に参加 64                 64                    研修参加旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 白石町 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 414255 平成 21



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化）
町内の中学３年生及び保護者、新成人、高齢者に対して、それぞれの年代に応じた消費生活問題の啓発パンフレットを配布する。
出前講座等で啓発ビデオを上映するためビデオプロジェクターを購入する。

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）

（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）

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） 国民生活センター主催等の研修に参加することで、相談員のレベルアップを図る。

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）

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）

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）

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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 411             千円 前年度差 159             

うち基金（交付金相当分）対象経費 798             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,209            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

平成20年度の消費者行政予算 252               千円

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修（開催地：関東）への研修への参加支援として旅費
を支給（１名・2泊3日）

③就労環境の向上

処遇改善の取組

①報酬の向上

相談員数 1      

具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数 -      人

1      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

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

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

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

相談員数 -      

人 平成21年度末予定 相談員数

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）

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

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 太良町 自治体コード 414417 平成 21

パソコン､プリンター､ＬＡＮ工事，設定費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口のインターネット環境整備 232               232                   

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）

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）

- 232               232                   合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-



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

（既存）

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） なし

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）
（強化）

（強化） 相談に関わるサイト等を閲覧し、必要な情報を収集することでより迅速な対応が出来るよう、インターネットを利用できる環境を整備する。

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）

（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）

（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）



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）

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

（強化）

実地研修受入人数 人

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人時間／年

法人募集型

平成20年度の消費者行政予算 126               千円

年間実地研修受入総日数 人日

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 434             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 232             千円

平成21年度の消費者行政予算 666               千円

前年度差 308             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

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数人

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 1      人

④その他

②研修参加支援

人

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 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

③就労環境の向上 ○ パソコン購入による相談環境の改善を行う。

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 1      


	佐賀市
	○唐津市
	☆鳥栖市
	○多久市
	○伊万里市
	○武雄市
	○鹿島市
	○嬉野市
	○神埼市
	○吉野ヶ里町
	○基山町
	○みやき町
	☆有田町
	○大町町
	☆江北町
	☆白石町
	○太良町

