
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 - 57,788          56,915              -

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） 事業者向けパンフレット作成 430              430                  パンフレット作成費

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

教材作成費、講師謝金、ポスター作成費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
副読本の中学校配布、児童、保護者向け出張講座、公
共機関にポスター掲示等

8,697            8,697               

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全・安心ハンドブック作成 788              788                  ハンドブック作成費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

法律相談開催委託

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

研修開催委託

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等が実施する研修会への相談員参加 837              574                  旅費、負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員研修を年9回実施する 1,682            1,607               

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）

窓口改修、FAX等備品等設置、シール等作成・配布委託、テレビCM放映委託

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談窓口の改修・移設、メール相談の実施、相談窓口電
話番号全戸周知、テレビCM

42,481          42,481              

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 401005 平成 22都道府県名 福岡県 市町村名 北九州市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 中学生向け副読本作成、児童・保護者向け出張講座開催、公共機関等でのポスター掲示等を実施。

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） 食の安全・安心ハンドブックを作成・配布する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 毎月1回消費生活相談員と弁護士による消費問題（多重債務問題を除く）法律相談を実施し、相談員が法的助言を受けることによって専門的な消費生活相談への対応力強化を図る。

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 年5回相談員の研修を実施。

（強化） 外部講師を招聘し、年9回相談員事例検討会を実施する（近隣市町村の相談員の参加を呼びかける）。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センターの研修に相談員3名が参加。

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 区役所内相談窓口は業者との斡旋スペースがなく、加えてパーテイションが不十分で、プライバシー保護の観点から問題がある。また、各区相談窓口の周知が十分でない。

（強化） プライバシー保護に配慮し、窓口の改修や移設を行う。併せてFAX機器等を更新して性能を向上させ、センター機能の強化を図る。また、相談窓口の全戸周知、テレビCM放映を実施。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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

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

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） なし

（強化） 訪問販売事業者向けの啓発パンフレットを作成・配布する。

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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修参加のための費用を支援

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 23    

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数 23    

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

-6,090        千円

相談員総数 23    人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 23    

うち定数内の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 56,915        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 134,106       千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 140,196       千円

平成22年度の消費者行政予算 191,021       千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 152,095       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,899        千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）
ＰＩＯ－ＮＥＴ情報を適正に管理・分析等し，事業者指導
を強化

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の配置

          38,134               37,515

パソコン購入

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

              100                   100

相談員給与，共済費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

書籍・ＤＶＤ等資料購入，啓発資料印刷，啓発用備品購入
講座用商品テスト機器購入費，消耗品費，通信講座委託料・
報償費

⑫食品表示・安全機能強化事業

            2,915                2,915

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             4,350                4,350

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センター等での研修への参加支援
（９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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

            1,019                   900

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談コーナー等施設改修，Eメール相談システム開発費，イン
ターネット対応用パソコン購入，消費生活センターの周知広報
（地下鉄・西鉄等広告物掲載，CM放送委託）

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）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センターの改修，Eメール相談整備，インター
ネット整備，消費生活センターの周知広報

          29,750               29,250

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度401307 平成

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 福岡県 市町村名 福岡市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員２名に対し研修参加旅費を支援

（強化） 相談員９名に対し研修参加旅費を支援（上記２名を除く）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
・相談コーナーに間仕切りがなく、来所者のプライバシーが守られていない。６名以上の斡旋に対応可能なスペースがない。
・相談の手段が，電話又は来所のみであり，Eメールでの相談を行っていない。
・相談員が使用する，インターネット対応のパソコンが整備されていない。

（強化）

・レイアウトの見直し及びﾊﾟｰテーションの設置により相談者のプライバシーに配慮した相談コーナーに改修する。また，６名以上の斡
旋に対応可能なスペースを確保する。
・相談者の利便を図り，Eメールでの相談を開始するため，Eメール相談システムを構築する。
・相談員が相談時に必要な情報を得るため，インターネットに対応したパソコンを整備する。
・消費生活センターの広報のため，地下鉄・西鉄等広告物掲載，ＣＭ放送を委託（福岡県・北九州市合同），印刷物作成・配布

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）

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

-      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） 嘱託員１名配置

（強化）
事業者指導の基礎資料として抽出したＰＩＯ－ＮＥＴ情報を適正に管理・分析し，指導対象を的確に絞り込むことにより，事業者指導の
強化を図る（嘱託員１名配置。現行も配置しているが，業務内容に新たに追加したもの）。抽出したＰＩＯ－ＮＥＴ情報等から統計資料
等を作成、事業者指導に関する記録を作成及び資料整理等のためパソコンを購入する。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１０名で相談を実施

（強化） 相談員を１名増員配置し，相談窓口の機能強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 啓発資料印刷・配布，出前講座の実施等

（強化）
啓発資料を作成等し，地域の福祉関係団体・市内高校・大学等に配布。テストを中心とした体験型講座のメニューを増やし，啓発講
座の充実・強化を図る。地域・高校生等への出前講座等を強化する（映像機器等備品購入）。消費者力アップ事業として，消費者力
アップのための通信講座を開催する。



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

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 ○ 国民生活センター等が開催する研修へ参加する旅費等を支援

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 10    

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数 11    

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

2,623          千円

相談員総数 11    人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 10    

うち定数内の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 37,515        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 102,174       千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 99,551        千円

平成22年度の消費者行政予算 139,689        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 108,391        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,840          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,456          人時間／年 2,915             



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）

弁護士等講師謝金、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 相談員の勤務時間の拡大、業務量増による職員時間外手当

6,022            6,022               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 出張相談会、多重債務会議事例検討会の実施 99                99                   

⑭商品テスト強化事業

相談員報酬、職員時間外手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

講師謝金、講師旅費、資料購入費、事務用機器

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示に関する講座の開催

1,282            1,282               

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）

講師謝金、旅費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座、講演会の実施、啓発用パンフレット作成 1,596            1,596               

弁護士等講師謝金、講師旅費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、職員の知識習得のための研修参加旅費等の支援

18                18                   

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）

研修参加旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による高度な相談事例への指導・助言による相談員の能力強化 600              600                  

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

694              694                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室の改修、機材・事務用機器の設置、参考資料購入

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）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口施設の改善、FAXの新設 1,733 1,733

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度402028 平成

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 福岡県 市町村名 大牟田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示に関する講演会の開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座、街頭啓発の実施

（強化） 外部講師による消費者講演会の実施、啓発用リーフレット等の配布、啓発用機器類の整備

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修会参加の旅費等支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 消費生活相談員による相談のみ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談室が会議室と兼用、通路の受付カウンターを啓発スペースとして利用、ペーパー資料で出前講座を実施

（強化） 相談スペースの改修、情報コーナーの整備、プロジェクター、ワイヤレスマイクを活用した出前講座の実施

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      362            人時間／年 1,282             

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 10    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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 商店街と協働した消費者啓発イベント（出張相談）の実施、多重債務連絡会議での弁護士を交えた事例検討

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の勤務時間の延長、全国共通相談電話等にかかる業務量増による職員時間外手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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参加の旅費等支援

③就労環境の向上 ○ 相談スペースの改修、FAX新設

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数 2      

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

22              千円

相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      

うち定数内の相談員

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,022          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 120              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,411          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,389          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,433            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 170              千円

平成21年度の消費者行政予算 7,828            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,439          千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 久留米市 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 40045 平成 22

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）

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） 相談員の国民生活センターでの研修参加支援（3名） 352              264                  旅費及び研修費

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）

広報資料作成費、啓発に必要な機材・事務用機器、教材作成
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 消費者被害防止のための啓発 3,515            3,515               

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）

合計 - 3,867            3,779               -

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 毎年1名の相談員が国民生活センターの研修に参加

（強化） 基金事業により、他3名（全4名）も国民生活センターの研修に参加でき、最新情報の共有化と実践力を身につけることが可能となる。

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） 国民生活センターや出版社が作成しているチラシ等を使い、施設やイベント等で配布している。

（強化）
最近の相談事例を示し注意喚起を促すための啓発チラシを年６回全戸配布する。出前講座でのプロジェクターの利用による啓発の
充実。成人式･出前講座に新成人・受講者を対象に啓発用グッズを配布し悪質商法について啓発する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,323            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,219          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,104          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,688            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,779          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-195           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,909          

4      相談員総数 4      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      

人

人

4      

平成22年度末予定 相談員数

国民生活センター研修派遣

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 直方市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402044

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

550              550                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修受講料、教材費、旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員及び行政担当者の研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民対象の講座および勉強会の実施 2,000            2,000               会場借上料、資料代、講師謝金・旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,550            2,550               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 予算がないため、消費生活相談員のレベルアップのための研修へ参加させることができない。

（強化） 消費生活相談員の更なるレベルアップを目的とした研修参加支援を行う。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 広報誌に掲載する形で、年数回消費者行政に関する情報を提供している。また消費者の会主催の啓発講座を年に１回程度実施。

（強化）
消費者意識の向上を目的とした啓発講座・勉強会を複数回実施予定。　テーマ：①高齢者の見守り　②インターネットや携帯サイトの
上手な使い方　対象：①校区長、公民館長、民生委員　②小・中学校のＰＴＡ　これらの講座や勉強会の実施と同時に、テーマに合っ
た啓発パンフレットを配布することで、更なる周知を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 10    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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,939            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,650          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,289          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,839            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,550          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,289          

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

専門知識を得るための研修の受講料、教材費、旅費

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 飯塚市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402052

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

231              231                  

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） 備品購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談窓口の施設改善による機能充実

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害の未然防止・早期発見のための啓発及び相談窓口の周知 2,609            2,609               
若年者・高齢者・自治会長・民生委員向け啓発講座実施に要
する講師謝金、教材購入費
啓発資料の全世帯配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,840            2,840               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談や啓発に使用する機器類が未整備。

（強化）
相談員の処遇改善のため事務用イスの購入・及びセンターでの小規模な講習会や訪問者への啓発などに使用する液晶テレビ・DVD
プレーヤーを購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 年２回の街頭啓発活動及び市内施設における啓発パネルの常設展示。啓発講座の随時開催。

（強化） 上記に加え、啓発資料の全世帯配布、市内中学３年生を対象とした若年者啓発講座の開催、及び自治会長・民生委員向け啓発講座の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 20    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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 2,669            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,522          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 147            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,930            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,840          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-57            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              

        1 相談員総数         1 人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数       1

人

人

      1

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 田川市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402061

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

83                83                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための講座開催 115              115                  講師旅費・謝金・教材作成、購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,461            3,461               

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

任期付短時間勤務職員（1名）の給料・手当・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

3,669            3,669               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 複雑・多岐にわたる相談に的確に対応し、窓口の機能強化を図るため、法関係を中心とした執務参考資料を購入

（強化） 引き続き、法改正関連の執務参考図書及び実務参考資料を購入し、種々の相談に対応できる体制の強化を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 国民生活センター及び県主催のレベルアップ研修会に消費者行政担当者を参加できるよう旅費・研修費を支援（国セン1回・県2回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害の未然防止のための講座開催（一般市民対象2回・学校関係1回　計3回、悪質商法・サイト関係等）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,581          人時間／年 3,461             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 2,391            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,225          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 166            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,863            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,669          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

28              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 194            

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 柳川市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402079

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 各庁舎にコーナーを設け、パンフや資料を配置する。 201              201                  事務用機器の設置（パンフレットスタンド3台＝3庁舎分）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活関連のパンフを活用することで啓発強化を行う 225              225                  パンフレット購入（1,500部）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

426              426                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 各庁舎（３か所）に消費生活コーナーを設け、パンフや資料を一元的に配置することで啓発強化を行う。

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） 消費者啓発リーフレット購入。

（強化）
上記に加え、教育・啓発強化のために、消費生活関連の資料やパンフレットを購入し、各庁舎（3か所）に配置したり、相談担当職員が
講師を務める高齢者向けの出前講座等（年9回予定）でその資料を活用することで啓発強化を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 1,212            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 979            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 233            千円

平成22年度の消費者行政予算 659              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 426            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 233            

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 八女市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

40210

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の拡充 900              850                  
機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口に関する
住民への周知に係る経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

100              100                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費

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、相談担当職員等の県内研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,500            1,500               
教材作成・購入費、広報資料作成・購入費、消費者教育・啓
発に必要な機材・事務用機器

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,350            1,350               

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

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口開設に伴う相談員設置

3,850            3,800               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 21年度に相談窓口を開設し、参考書籍や事務用備品を購入するなど、相談業務ができるような条件整備を行った。

（強化） より高度な助言や啓発活動が出来るよう、関係書籍や資料、事務機器等を充実させ、よりよい相談窓口へ向けた環境の整備を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県内で開催される研修会等に相談員、相談担当職員が参加できるよう旅費を支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法や多重債務などの啓発チラシや啓発用品（区長会などで全戸配布）。高齢者向けや新成人向けのチラシ（市内の各施設や成人式での配布等。）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 高度化、多様化する相談に対応できるよう、専門的知識を持つ相談員を週３日設置。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 30    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,209          人時間／年 1,350             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 1,716          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,668          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 48              千円

平成22年度の消費者行政予算 3,890          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,800          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

42              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              

-      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

2      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 相談窓口の設置・整備と事務機器・備品等の充実

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 筑後市

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402117

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 行政区長に対する研修 100              100                  講師謝礼、資料代

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

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

100              100                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 市とのパイプ役として市民に身近な行政区長の消費生活に関する知識を講演により高めることで、消費者被害の早期発見と被害拡大防止を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 10    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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,150            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,510          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,640          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,621            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-119           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,521          

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 大川市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402125

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口事業実施に伴う必要な体制整備 220              220                  事務用機器、執務参考書籍の購入等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

170              170                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に係る研修に参加するための旅費等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発リーフレットの作成、出前講座の実施等 1,170            1,170               啓発リーフレット印刷代、出前講座講師謝金等

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,586            1,586               

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

報酬等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置等

4,146            4,146               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による月２回の無料法律相談の実施等 1,000            1,000               委託料等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 必要な機材や備品等を購入し、平成21年10年より新しくワークピア大川に「大川市消費生活相談窓口」を開設

（強化） 新たに必要な備品や執務参考書籍の購入等

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） 消費生活相談員等の相談対応能力の向上のため、国民生活センターや県が実施する研修等に参加

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） 年１回作成したリーフレットや冊子を公共施設にて配布

（強化） 消費生活にかかる出前講座等の実施や全戸配布の啓発リーフレットの作成等

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 毎週火・金・日曜日（祝日を除く）に開設する消費生活相談窓口において、新たに配置する3名の消費生活相談員の賃金等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 数ヶ月間だけの弁護士による無料法律相談の実施

（強化） 年間を通した月2回程度の弁護士による無料法律相談の実施

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 20    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      1,395          人時間／年 1,586             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 3,818            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,517          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 301            千円

平成22年度の消費者行政予算 4,474            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,146          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

27              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 328            

-      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 行橋市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402133

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

662              662                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　3名分(福岡市、東京都、大阪市）

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） 消費者行政担当者が研修に参加するための支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
市民を対象とした教育、啓発のためのチラシ等の配布、
市民を対象とした講演会の実施

1,734            1,734               
講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成・購入費、
広報資料購入費、配布にかかる費用

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,912            3,912               

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

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口強化のため、相談窓口1名から2名体制へ増員

6,308            6,308               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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、担当職員、計3名分の研修（国民生活センター、県主催）参加のための旅費を支給

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）
①市民全２９,０００戸に消費者教育、啓発のためのリーフレット等を配布する。（トラブル事例と防止策をまとめたリーフレット）
②消費者教育、啓発のための講演会開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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） 週３日相談日を設け、相談員１名で対応

（強化） 週５日相談日を設け、相談員２名体制として、相談件数の増加、消費者庁創設に伴い増大する業務（PIO-NETの入力等）に対応する

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 3      人

年間実地研修受入総日数 30    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      1,630          人時間／年 3,912             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 8,041            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,401          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,640          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,304            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,308          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-644           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,996          

3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

-      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 法人委託料　日額10,000円から12,000円へ増額する。

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 豊前市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

40214

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の機能強化 40                40                   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）

260              260                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修、教材費

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） 相談員及び担当職員の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発、消費者行政について広報・周知 1,500            1,500               講師謝金、キャンペーン資材、啓発ポスター作成機材・材料費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,800            1,800               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 事務用機器が不十分

（強化） パソコンをPIO-NETで1台、インターネット検索で1台使用するため、スライド式のノートパソコンラックを購入

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） なし

（強化）
県主催の相談員事例検討会等に相談員や関係職員が参加できるよう旅費を支援。また、国民生活センター及び全国相談員協会の他消費生活相
談業務に係る研修に相談員や関係職員が参加できるように旅費、研修費を支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）

・悪質商法撲滅年末街頭啓発キャンペーンの実施（高齢者が多く集る中心市街地大型店舗前、金融機関店舗前、病院前等で、啓発リ－フレット、
相談窓口案内チラシ、啓発グッズ等を配布し、被害防止を図る）
・勉強会、出前講座等の実施（市主催勉強会（民生委員参加）の他、地区高齢者ふれあい学級、デイサービス利用者、障がい者団体へ、最近の悪
質商法の手口と対処方法等の内容で、年６程度、消費生活専門相談員による出前講座を実施し、教育・啓発を図る）
・啓発ポスター等作成機材の購入・活用（ポスターサイズＰＣプリンターを購入・活用し、本市市報に毎月掲載している消費者豆知識、相談窓口、相
談日、悪質業者への牽制記事など公共公益施設等に掲示し啓発を図る）
・啓発リーフレットを市内全戸に配布し啓発を図る

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 ー 人

年間研修総日数 ー 人日

法人募集型

実地研修受入人数 ー 人

年間実地研修受入総日数 ー 人日



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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

ー ー 人時間／年 ー

平成21年度の消費者行政予算 6,237            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,650          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,587          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,329            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,800          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-58            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,529          

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

研修会に参加できるよう旅費、研修費等を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22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

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 中間市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402150

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

466              466                  

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）

19                19                   

報酬・費用弁償・社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 経験の浅い新規相談員の実務能力の向上を図る。

旅費

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

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） 新規相談員の実務能力の研修参加支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,369            1,369               

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

報酬・費用弁償・社会保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 PIO-NET入力期間短縮、相談増加対応のため相談員増員

2,812            2,812               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 消費生活相談に従事する経験の浅い相談員の実務能力の向上を図るため、県が実施する実務的研修への参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に従事する新規相談員の実務能力の向上を図るため、実務的研修への参加を支援する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） １名の相談員でＰＩＯ－ＮＥＴ入力及び相談対応をしている

（強化） 初級研修終了者を相談員として１名増員し、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力の迅速化、増加する相談対応を行う

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    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

1      1,495          人時間／年 1,369             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 4,305            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,387          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,918          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,021            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,812          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

291            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,209          

1      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 弁護士による法律相談の導入や機材の充実等により、相談員の業務負担を軽減する。

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 小郡市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

40216

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

149              83                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費（国セン研修・二泊三日・1名分）、受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,600            1,600               若者向け啓発資料の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,749            1,683               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 県内研修への参加支援（旅費手当）

（強化） 国セン研修への参加支援（旅費手当、受講料負担）

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） 市報や回覧板等で啓発

（強化） 若者や、高齢者向けの消費者トラブルに関する啓発資料の配布。関係機関と共同で悪質商法被害防止のために出前講座を行う（月1回程度）。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 1,847            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 700            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,147          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,564            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,683          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

734            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,881          

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

-      人

1      

平成22年度末予定 相談員数

国セン研修等への参加支援（旅費手当）

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 賃金を月額2,900円増額

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 筑紫野市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402176

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

90                40                   

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） ボイスレコーダーの購入・執務参考資料の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

ボイスレコーダーの設置・執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

327 164

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

768              394                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ボイスレコーダー無し

（強化） 通話内容を記録するために電話機にボイスレコーダーを設置・相談員の知識向上のため執務参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センターの研修に相談員が年１回参加

（強化） 国民生活センターの研修に相談員が年２回参加

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） 消費生活基礎講座５回（講師謝金無料又は１万円程度）、独自講師派遣無し、独自パンフ等による啓発無し

（強化）
消費生活基礎講座５回（消費生活基礎講座を、より多くの住民が受講できるように、実施形態及び内容を変更し、弁護士などの外部
講師を招いて実施し、住民に対する消費者教育の強化を図る。）、市民団体が主催する消費生活に関する学習会等にテーマに応じ
た講師を派遣。パンフ等の窓口掲示による啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 10    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



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,610            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 744            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,866          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,183            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 394            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-77            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,789          

2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

参加機会を増やす

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 未定

③就労環境の向上 未定

②研修参加支援 ○

④その他 未定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 春日市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402184

事業の概要 対象経費事業名

年度22

事務用機器設置、執務参考図書購入費①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センター化に向けて関連図書及び備品の整備 325              290                  

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）

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）

215              215                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の質的レベルアップを図る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）

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
消費者の教育・啓発を進めるパンフレットヲ作成し
全戸に配布する

1,807            1,807               パンフレット等制作費

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,394            1,905               

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

報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
相談員を複数配置し開設日数を増やすことで相談
機会を創設する

5,741            4,217               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） 相談事例をファイル保存し、収納庫に保管、図書類もワゴンに平積みしている。

（強化）
平成２２年４月１日から相談日を週４日とし、センター化する。相談事例の電子化を進め、検索分類の利便性を高める、関連図書の整
備を進め、相談機能の強化を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 　

（強化） 　

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 平成２０年度までは、殆ど何も行っていなかった。２１年度に啓発パンフを作成し全戸配布し一定の効果があった。

（強化）
悪質商法の被害者を生まないために継続して啓発パンフを作成し、最新の相談事例を紹介し、被害の防止に努め、センターの活動
内容を消費者の身近なものとする

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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） 平成20年度までは、週３回１人体制で相談業務に対応していた。21年度から２人体制とすることで同時に複数の相談に対応できることとなった。

（強化） 22年度は相談窓口開設日を週4日とし、2名体制で相談業務を行い、より多くの相談に対応できる体制となる。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 - 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

8      1,200          人時間／年 1,905             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,634            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,791          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,843          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,610            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,217          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

550            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,393          

6      相談員総数 8      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 6      

人

人

8      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 専用相談室を確保し、執務環境の整備を進める

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 大野城市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402192

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

538              500                  

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） 機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活センターの機能強化

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

500              500                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発講座 1,405            1,375               講師謝金、会場賃料、教材作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,126            1,126               

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

報酬・費用弁償（週2日分）

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 増加した相談日に対応するための経費

3,569            3,501               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターの設置

（強化） 参考資料や送られてくる各種資料の整理のためのキャビネット類の増設、各種参考図書類の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県及び国民生活センター等が主催する消費生活相談員向け研修に相談員2名を複数回参加できるように旅費・負担金を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活相談員による啓発講座を開催（謝金なし）

（強化）

消費生活相談員・外部の講師を用いての消費啓発講座をそれぞれ開催する。特に各公民館で行う出前講座を積極的に行う。その際
公民館で行う場合などは地域特性を考え、高齢者向けの講座、一般向けの講座と対象にあった講座を開催する。
啓発講座（出前講座）の案内のチラシ、よくある相談事例等を載せた注意喚起を行うための啓発チラシそれぞれを作成・広報誌に折り
込むなどして配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 毎週月曜日と金曜日の週2日の相談業務

（強化） 毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の週４日の相談業務を行う(週当たり2日の増加）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 20    人日



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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      776            人時間／年 1,126             

平成21年度の消費者行政予算 10,427          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,236          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,191          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,209            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,501          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-1,483        千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,708          

2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

-      人

2      

平成22年度末予定 相談員数

研修旅費,研修負担金の増加

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 宗像市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402206

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

300              300                  

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） 改修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活センター看板改修工事

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

383              383                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による相談員指導の実施 1,080            1,080               弁護士謝金

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,763            1,763               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） センターの名称変更に伴い、新名称をセンター建物及び入口看板に明確に表示し、相談者が来訪しやすいよう看板を改修する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士による指導員指導（月２回）を実施し、高度な相談にも対応できるよう相談員の資質向上を図る。

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） なし

（強化） 国セン等の研修への参加支援を行い、相談員及び行政担当者の資質向上を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 3      人

年間実地研修受入総日数 40    人日



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

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

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21年度の消費者行政予算 21,827          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,733          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,094        千円

平成22年度の消費者行政予算 20,580          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,763          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-277           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,817        

5      相談員総数 5      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

-      

平成22年度末予定 相談員数

国セン等で開催される研修に参加するための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 太宰府市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

40221

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料の購入 14                10                   執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

47                25                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員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）

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 300              300                  
若者向け啓発パンフレット作成、啓発講座実施のための団体
への委託料、講師謝金、講師旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

824              483                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

非常勤職員報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口充実のための相談員の処遇改善

1,185            818                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談室の改修や事務用機器類を配置し相談環境は整備できている。

（強化） 相談を受付するにあたり必要な参考資料を購入し、窓口機能を充実させる

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） 県開催の研修会に参加（旅費支援）

（強化） 上記に加え、相談員事例検討会への相談員の参加とレベルアップ研修等への旅費の支援

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）
自治会単位程度での啓発講座を実施（講座の開催は、太宰府市消費者の会に委託し年間２０回程度、主に高齢者向けに悪質商法
への対応等の内容で開催）、成人式で配布する若年者向け啓発パンフレットの作成。民生委員等向けの研修会。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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） 週１回の相談窓口の設置。

（強化）
窓口の開設日を週１回から週２回へ拡大し、相談受付時間を現在の９時３０分から１５時３０分までを９時３０分から１６時まで（昼休みを
６０分から４５分に短縮）とし、新たにＰＩＯ-NETを導入することから、入力等の事務のための時間を含め、全体で４５分延長する。相談
員を１名増員し、４名体制とする。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 2      人

年間実地研修受入総日数 20    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      319            人時間／年 483                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 5,810            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,243          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 567            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,265            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 818            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-120           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 447            

3      相談員総数 4      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

4      

平成22年度末予定 相談員数

事例検討会、研修会参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ １日あたりの報酬の増額

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 糸島市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402303

事業の概要 対象経費事業名

年度22

事務用機器や執務参考資料等の購入費①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談機能強化のための機器や参考資料の購入 80                80                   

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）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活相談員の旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 3,428            3,428               啓発資料の購入費等

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,492            1,988               

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

消費生活相談員（嘱託職員）の報酬、社会保険料及び消費生
活相談員（非常勤）の報酬、費用弁償等

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
増加が見込まれる消費者からの苦情相談へ対応するた
め、専門的な知識を有する相談員を新たに配置するとと
もに、現在の人数及び相談回数を増加

6,195            5,691               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 相談業務用の事務機器類の整備、執務参考資料を購入し相談に対応できる体制を整えた。

（強化） 平成２２年度中に消費生活センターを開設し、消費生活相談に役立つ専門書や参考文献を追加購入することで、相談機能の強化を図る

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 県開催の研修会等について、旅費を支給

（強化） 消費生活相談員や担当職員が、県開催の研修会等に加え、国民生活センター等が開催する研修会にも参加できるよう旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）



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

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） 週に１回、消費生活相談員を配置した相談窓口を開設

（強化） 増加が見込まれる消費者からの苦情相談へ対応するため、専門知識をもつ相談員を嘱託員として雇用するとともに、消費生活相談員を増員し、週４日以上の相談体制を構築

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 3      人

年間実地研修受入総日数 35    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

16    1,304          人時間／年 1,988             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 3,360            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,880          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 480            千円

平成22年度の消費者行政予算 6,181            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,691          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

10              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 490            

10    相談員総数 16    人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 10    

人

-      人

16    

平成22年度末予定 相談員数

主に県開催の研修参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 古賀市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402231

事業の概要 対象経費事業名

年度22

事務所の設置、機材・事務用機器の設置①消費生活センター機能強化事業（新設）
・２３年度のセンター化に向け、市が新たに建設するコ
ミュニティ施設内に事務所を新設する。
・機能強化のための機材購入

13,469          13,469              

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）

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）

248              248                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修に参加するための旅費・研修費・教材費

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） 相談員レベルアップ研修や、担当職員研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための教材・パンフレットの作成 478              403                  教材作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,949            715                  

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

委託費

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 業務を円滑にするため人的体制整備を支援する

16,144          14,835              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） なし

（強化）
消費生活センターに向けて建設し、２３年度、相談日数を週４日にする。相談室内にテーブル、椅子を設置し、相談者用に使用する。
書架は教材、パンフレットの保管用として使用する。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） 有資格者の相談員の国セン研修と、担当職員２名の研修（２泊３日）

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） 手作りパンフ

（強化）
高齢者向けパンフレットや、シールを作成、窓口や（出前講座、中学生・高校生・高齢者対象・年５回開催）で配布、「くらしの豆知識」
を購入し、成人式や高校３年生に配布し、消費知識を教育し被害防止啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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） 週２日（月・水曜日）開設

（強化） 週３日（月・水・金曜日）開設し窓口強化を図る

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 10    人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      358            人時間／年 715                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 2,115            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 923            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,192          千円

平成22年度の消費者行政予算 16,203          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,835        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

176            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,368          

1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

国セン研修参加の旅費支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22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 ○ 9,524円／日から11,250円／日

③就労環境の向上 ○ 消費生活センターにむけて建設事業を行なう

②研修参加支援 ○

④その他 ○ 有給休暇　　現在なしであるが５日を設定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 福津市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402249

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口拡充・整備のため、案内板・執務関係図書等購入 117              117                  
窓口周知のため、案内板やパンフレットラック、執務参
考図書を購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

488              488                  

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）

消費生活相談員等が研修に参加するために必要な旅費、研修費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のためのリーフレット等購入 207              207                  消費者被害未然防止のための教材作成・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

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

812              812                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の拡充・整備を図るため、窓口案内板・パンフレットラック・執務関係図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県センター事例検討会等に参加する旅費のみ

（強化） 国セン研修、県センター・北九州センター主催のレベルアップ研修に相談員・職員が参加する研修旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
高齢者を悪質業者の被害から守るために高齢者向けのパンフレットを購入し、出前講座で配布したり庁舎内に配置するとともに、見
守りガイドブックを作成し民生委員やケアマネージャーの集まりのなかで説明し配布する。また、若者向けのリーフレットを購入し、中
学生に配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 2,085            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 575            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,510          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,284            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 812            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-38            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,472          

3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

国セン研修、県センター主催レベルアップ研修、北九州センター主催レベルアップ研修に
参加の旅費支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 うきは市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

40225

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

35                35                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） くらしのアドバイザー研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪徳商法被害防止のための講習会の開催（２回） 95                95                   講師謝金・旅費、研修教材

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

130              130                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） くらしのアドバイザー研修参加支援（５人）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のための講習会の開催（２回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 434              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 148            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 286            千円

平成22年度の消費者行政予算 471              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

55              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 341            

5      相談員総数 5      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 宮若市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402265

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 230              230                  啓発用教材作成・購入費、出前講座講師謝金(年4回)

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

230              230                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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）
新成人向けパンフレットの作成（成人式で配布）、消費者啓発の出前講座を開催（高齢者向けに、「悪質商法被害防止」をテーマとし
て、警察、ボランティア等が講師となり年4回程度行う)

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 270              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 230            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40              千円

平成22年度の消費者行政予算 270              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 230            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 40              

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 嘉麻市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402273

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の整備 1,268            1,268               
パーティション購入、事務機器(パソコン）の購入、相談室備品
の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

20                20                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、資料代

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,288            1,288               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口の設置

（強化） 消費生活相談室の設置、備品の購入

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） なし

（強化） 県開催の研修に相談窓口担当職員が参加

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）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 309              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 266            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 43              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,331            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,288          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 43              

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

-      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 平成市町村名 朝倉市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402281

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

100              100                  

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） センターの住民への周知に係る費用として広告料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

Ｈ２１．３に開設した消費生活センターの周知

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

43                43                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員のレベ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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の拡充、消費者教育の充実のための備品購入 855              855                  講師謝金、消費者教育・啓発に必要な教材の作成・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

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

998              998                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターの周知は市報のみ

（強化） 消費生活センターの内容を各戸に配布している電話帳の表紙に掲載し周知する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する研修に、市町村担当のみ参加。

（強化） 県等が開催する研修に相談員が参加できるよう旅費を支援する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）

出前相談・・・合併前の旧市町に、相談窓口を２カ月に１回開設することにより被害の未然防止や早期発見の強化に努める。、
出前講座Ⅰ・・・テーマ：「だまされないで！悪質商法」。対象者：学生～高齢者までの任意のグループ。講師：朝倉市消費生活相談
員（休日）。回数：約１２回。目的：悪質商法等の事例を踏まえながら、クーリング・オフの書き方などの知識を習得させる。
出前講座Ⅱ・・・テーマ：「対象者により内容を決定する」。対象者：地域の指導者的立場の人（民生委員・ケアマネージャー、ＰＴＡ
等）。講師：福岡県消費生活センター相談員等。回数約５回。目的：　地域指導者（民生委員等）的立場の人が、悪質商法等の事例や
対処法の知識を得ることにより１人暮らしの高齢者や若年者等への教育・指導・助言することができ、被害防止を図る。また、出前講座
Ⅰでは、夜間の講座は開催していないため、夜間にしか出前講座を開催できない人へ対応する。
出前講座Ⅰの時に、配布する朝倉市独自の冊子を作成する。また、電話器や電話の周辺、玄関等にステッカーを貼ることにより、振り
込め詐欺や電話勧誘、訪問販売による被害の未然防止を図る。
出前講座Ⅰ等でＤＶＤ等を使用し、分かりやすい講座を開催する為にプロジェクターを購入する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

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

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21年度の消費者行政予算 5,457            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,793          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,664          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,712            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 998            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

50              千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,714          

2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

研修に参加する為の旅費を支給する。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 出前講座における報酬額の増

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 平成市町村名 みやま市 自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

402290

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

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）

30                30                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　福岡市内６回

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,183            1,183               
消費者啓発のための広報資料購入費、啓発講座の開催に係
る講師謝金・講師旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

2,095            2,095               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等を招き、月に２回「消費生活相談会」を開催 882              882                  
消費生活相談会を福岡県弁護士会等に委託し実施するため
の委託料

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県等が開催する研修会に参加（年６回）

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） 広報誌などによる啓発。出前講座の開催（年３回）

（強化）
悪徳商法被害防止のための啓発資料等を、全戸配布または班回覧をし、消費者被害の未然防止に努める。高齢者等や民生委員等
見守りの方等を対象に悪質商法に対する心構え等をテーマとし、県等に講師派遣を依頼し、啓発講座を年10回開催する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士等を招き、「消費生活相談会」を月２回開催する

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度の消費者行政予算 2,006            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,895          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,206            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,095          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111            

-      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

法律相談の弁護士謝金

合計 - 276              276                  -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による無料相談会開催 100              100                  

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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） 消費生活相談員研修参加 176              176                  国民生活センターへの研修参加旅費、教材費2名

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）

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 40341 平成 22都道府県名 福岡県 市町村名 宇美町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし

（強化） 国民生活センター教育研修参加２名

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士による無料相談会開催

実施形態 研修参加・受入要望

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）

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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

31              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 276            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-2              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 33              千円

平成22年度の消費者行政予算 307              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,008          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,041            千円



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

245              245                  

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）

講師謝礼,パンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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 高齢者対象講習会開催。高齢者・新成人向けパンフレット配布 235              235                  

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

執務参考図書購入　

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）

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） 執務参考資料購入 10                10                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 篠栗町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40342

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 講習会未受講地区で講習会開催し、悪質商法の未然防止をはかる。新成人に対し悪質商法の未然防止のため、成人式で啓発パンフレット配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 執務参考資料購入

（強化） 執務参考図書を購入し、法律の改正や新たな分野の相談に対応する　

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 245            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 265              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 227            千円

平成21年度の消費者行政予算 247              千円



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

220              220                  

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）

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）
窓口に案内板を表示させ、併せて広報で担当窓口を知
らせる。図書の購入。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

220              220                  窓口の周知にかかる費用、参考資料購入費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 須恵町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403444

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） 建設産業課産業振興係の中に消費生活と業務が示されている案内板がおいてあるだけで、住民から担当が判りにくい。

（強化） 消費生活相談窓口の案内看板を作成し担当を明確にし、併せて相談窓口の設置について広報等で周知する。相談窓口を強化する
ため、執務参考図書を整備する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

480            

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 220            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

480            千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 700              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

664              664                  

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）

講師謝金、広報資料作成、啓発物品作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための研修会実施及び啓発 600              600                  

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

執務参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

34                34                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 執務参考資料購入 30                30                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 新宮町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403458

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 婦人会を対象に消費者学級を開催。（１回）行政区で消費者学級を開催。（２回）

（強化）

・新たに、民生委員、福祉委員を対象に消費者学級を開催する。（年２回）
・行政区を対象とした消費者学級の回数を増やす。（年６回）
講義テーマ：賢い消費者になるために　　　講師：福岡県消費生活センター専門相談員　　時間：１時間程度
・クリアホルダーやティッシュなどの啓発物品を作成し、消費者学級やまつり新宮の際配布し、住民への周知を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加し、担当職員の相談対応力向上を図る。（北九州：10日間。職員１名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口の開設、案内板の表示、執務資料購入

（強化） 窓口機能強化のために、執務参考資料を整備する。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

90              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 664            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              千円

平成22年度の消費者行政予算 754              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 684            千円

平成21年度の消費者行政予算 774              千円

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



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

524              524                  

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）

講師謝礼、講師交通費、パンフレット等作成費、備品代

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
講座の実施、パンフレット、回覧板の作成、パンフレットス
タンドの購入

481              481                  

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）

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）

年度

43                43                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 久山町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403482

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費者学級の開催（年１回）

（強化） 消費者学級の開催（年８回）、パンフレット・回覧板の作成配布、関連資料の提供機会の増大

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

-      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

-                

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 524            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 524              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

185              182                  

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）

消費者教育・啓発チラシの購入及び配布手数料

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・啓発チラシの配布 131              131                  

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） 消費者行政担当職員の消費者行政に係る研修会への参加

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）

消費者行政担当職員の消費者行政に係る研修会への参加旅費

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） 消費者行政に関する執務参考資料の購入

46                43                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

8                 8                     消費者六法等執務参考書籍の購入費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 芦屋町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403814

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
国民生活センター発行の消費者啓発リーフレットと福岡県消費生活センター発行の訪問販売お断りステッカーを各１回、町広報誌に
折り込み、全戸配布することによって消費者啓発を行い、消費トラブル発生の抑止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 消費者行政担当職員の消費者行政に係る能力の向上(県が実施するレベルアップ研修等に参加)

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化） 執務参考書籍購入による消費者行政担当職員の事務能力の向上

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

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

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

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

-      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

27              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 182            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

相談員総数

-8              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35              千円

平成22年度の消費者行政予算 209              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 35                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



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 - 240              240                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費に関する相談会を実施 240              240                  専門員（弁護士等）による職員同席による相談会開催

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）

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）

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）

平成

対象経費

年度22自治体コード

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

事業名

市町村名

事業の概要

岡垣町 403831都道府県名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

福岡県



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 専門員（弁護士等）による職員同席による相談会開設

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

24              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 240            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-55            千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 79              千円

平成22年度の消費者行政予算 264              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500            千円

平成21年度の消費者行政予算 579              千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

弁護士への謝金、費用弁償

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 消費生活相談員を１名配置、短期非常勤職員１名配置

6,526            6,499               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による消費生活相談会の開催（月２回、３Ｈ/回） 960              960                  

⑭商品テスト強化事業

相談員人件費、職員時間外勤務手当

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

資料作成・購入費、講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,947            2,947               

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 啓発資料作成、消費生活講座開催 951              924                  

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・県・関連団体の主催する研修会への参加

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）

費用弁償(交通費等)

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）

40                40                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

庁舎改修費（相談スペース設置）①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談センターの新設 1,628            1,628               

市町村名 遠賀町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403849

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 無し

（強化） 地域に於ける消費者教育拡充のために、町民向け啓発資料を定期的に配布する外、タイムリーな情報を発信するチラシを作成し、配布する。また、消費者講座を開催し、被害の未然防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 無し

（強化） 新たに配置する消費生活相談員のレベルアップのために、国・県ほか関連団体の主催する研修会に積極的に参加させる。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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） 相談専用のスペースが無い

（強化） 庁舎を改修して、相談用ブースを設置し、プライバシー保護に配慮した相談環境をつくる。



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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 無し

（強化） 毎月第１水曜日と第３水曜日の15:00～18:00に消費生活に関する弁護士相談会を開催する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 現在、消費生活相談員は配置していない。

（強化）
消費生活相談員を１名配置し、月～金曜日毎日勤務させ、増加が見込まれる消費者からの苦情相談対応とPIOーNETへの早期入力
を図る。また、職員も増大する業務に対応し、時間外勤務にて処理する。更に、H22/8～12は臨時職員１名を配置し、集中的に消費
者啓蒙活動を展開する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ レベルアップのために、国・県ほか関連団体の主催する研修会に積極的に参加
させる

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

-      人

-      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

1      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

27              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,499          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 147              千円

相談員総数

-36            千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 63              千円

平成22年度の消費者行政予算 6,526            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 97                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,563            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      2,640          人時間／年 2,947             



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

1,045            1,045               

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）

住民への啓発事業（冊子等の配布）、研修会講師謝礼

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 995              995                  

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

書籍代

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）

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） 消費生活相談窓口強化のための執務参考資料購入 50                50                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 小竹町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40401

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 金融トラブルについて被害防止のためのパンフレットを作成。高齢者大学（さわやか大学）等に講師を招き研修会を開催（１回）する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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産業課内に設置した。

（強化） 執務参考資料（書籍）の購入により、窓口機能を強化する。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,045          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,065            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,681          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,701            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



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

1,610            1,610               

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）

啓発冊子（若者向け）パンフレットを全戸配布する。

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事業 1,470            1,470               

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） 近隣で行われる実務的な内容の研修会参加

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）

消費者行政に係る研修に参加する為の旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

執務参考資料の追加

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

90                90                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 相談内容の充実を図るための参考資料及び図書 50                50                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 鞍手町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40402

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
町内全戸に消費者用（若者向け）のパンフレットを配布する。また町内の主要箇所（郵便局・病院・公民館）にも設置し、消費者被害の
未然防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県内で行われる研修に、窓口担当職員を派遣する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） ２１年度に相談窓口を設置し、執務参考資料を整備した。

（強化） 窓口機能の強化を図るため、執行参考資料の追加整備を行う。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

35              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,610          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,645            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,656          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,691            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



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   消費生活相談員の員配置

1,302            1,302               

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〔非常勤職員報酬／1名〕

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

  広報（啓発）資料作成・購入費、及び、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

936              936                  

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   広報チラシ・啓発グッズ・講師謝金 292              292                  

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）   研修参加費

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）

　研修旅費・研修負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

　消費生活相談室備品〔2件〕

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

24                24                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）   相談室備品購入 50                50                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 筑前町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

404471

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 　な　　し

（強化）
　全戸配布チラシ等を作成して住民への注意喚起・啓発を行う。
　相談員が実施する地域巡回事業（老人クラブ・行政区を対象とした出前講座（啓発グッズ・チラシ等の配布））の開催を支援する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 　な　　し

（強化） 　県内で実施される研修・会議等（消費者協会・消費者協会等が実施するもの）への相談員・担当職員の参加を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）   相談窓口 （消費生活相談室）の開設。

（強化） 　相談室（相談窓口）開設後、新たに必要性が生じた設備（相談室サイン表示・パンフ等ラック）を設置し、相談業務の充実を図る。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 　な　　し

（強化） 　相談員報酬 （消費生活相談員の任用（非常勤職員：１名／週３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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 　報酬額アップ （日額／6,200円⇒6,500円）

②研修参加支援 ○ 　計画的に参加を予定する。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

1      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

1      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,302          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-473           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 493            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,322          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,131          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,624          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,072.8       人時間／年 936                



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

130              130                  

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）

広報啓発資料購入、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発パンフレットの配布、講演会の開催 121              121                  

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

参考図書購入

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）

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） 相談窓口事業の強化 9                 9                     

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 東峰村 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40448

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 民生委員等を対象として県相談員の講師を招聘し、消費者相談の事例紹介を中心に講演会を開催。区長会を通じた啓発パンフレットを全戸に配布し、悪質商法等被害防止の強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成21年度に相談窓口を新設した。

（強化） 参考図書の購入を行い、相談窓口事業の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

15              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              千円

平成22年度の消費者行政予算 145              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130            千円

平成21年度の消費者行政予算 145              千円

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



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

300              300                  

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）

広報資料作成費、講師謝金、講師旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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・啓発のための広報資料等の作成・配付 100              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）

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） 相談窓口の開設のための環境整備

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

200              200                  機材・事務用機器の設置

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 大刀洗町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40503

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費者啓発チラシを作成し全戸配付することで消費者被害の未然防止を図る。また、ドリーム祭など町のイベントで啓発チラシを配布
し、消費者被害の注意喚起を図る。福祉関係者と連携し、消費生活専門員などを講師に迎え、高齢者向けの出前講座や研修会を開
催する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） 相談窓口の環境整備ができていない

（強化） 開設した相談窓口を消費者へ周知するため窓口案内版１箇所、啓発チラシ等整理棚１台、相談業務に使用するためのパソコン１台整備

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 320              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 20                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



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 - 1,056            959                  

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 消費者被害防止パンフ配布による啓発 1,029            945                  パンフレット購入と作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 窓口職員の研修参加支援 18                5                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 役場事務所内消費生活相談窓口使用書籍の拡充 9                 9                     消費生活相談窓口使用書籍の拡充

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金（交付金相当
分）対象経費

405521

対象経費

年度大木町 自治体コード都道府県名 福岡県 市町村名 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者向けパンフレットを全戸配布する。　（２種類を４５００世帯に配布）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県や関係団体等開催の研修会に職員１名が年１～２回参加

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費者相談窓口のプレートを設置し、関係パンフレットなどを整備し情報提供を行っている。

（強化） 消費生活相談窓口の解説用書籍の拡充をおこなう。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

117            

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 959            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-321           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 438            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,076            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,938            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



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

2,289            2,289               

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）

広報資料作成費、講師謝金、講師旅費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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事業 2,169            2,169               

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） 消費者行政担当職員の研修参加旅費を支援

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談窓口の事務機器の整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

20                20                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 消費者相談窓口の拡充 100              100                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 香春町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40601

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者啓発カレンダーを作成し、全戸配布することで悪質商法などの消費者被害の未然防止を図る。高齢者向けの消費者講座を年6回開催し、高齢者を狙った悪質事業者の被害防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談窓口の設置

（強化） 事務機器を整備して、相談窓口の機能強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

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

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,289          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-40            千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円

平成22年度の消費者行政予算 2,309            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,326          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,386            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



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

3,000            3,000               

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）

広報用参考書購入　被害防止講座の開設及び教材等の購入

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 消費者被害防止のための啓発 1,816            1,816               

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

職員旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

参考書及び相談窓口周知のグッズ等購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

17                17                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 消費生活相談窓口に常備するため書籍を購入
消費者被害防止のため周知を図る

1,167            1,167               

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 添田町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40602

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
全世帯等に日常の消費生活に役立つため参考書を配布。６５歳以上対象の元気倶楽部（前年度未開催地区10ヶ所）で専門員による
講座を開設し全会員に教材等を配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 県主催の研修に消費生活相談に従事する職員の旅費を支給する。（年3回　2名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活相談窓口の看板を作製

（強化） 消費生活相談に対応するため常備の参考書購入及び相談窓口等の徹底周知を図るため、グッズ等を配布する。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 3,020            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,031          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,051            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



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

594              594                  

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）

印刷製本費

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 広報掲載、啓発パンフレット等作成 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） 担当職員の研修参加

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）

旅費、負担金、参考図書購入

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）

294              294                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 広川町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

405442

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 594            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 614              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 939            千円

平成21年度の消費者行政予算 959              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



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）

消費者問題法律相談会（１０回）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,667            1,667               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談窓口の機能強化 232              232                  

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）

パンフレットの作成、講演会の開催、啓発用DVDソフトの購入

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 消費者被害防止のための啓発 1,292            1,292               

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費（２名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

参考資料購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

132              132                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 相談窓口業務の充実 11                11                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 川崎町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406058

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化）
親子対象の講演会開催：町内３校の中学生とPTAを対象とした携帯・ネットトラブルについて（各１回）、啓発パンフレット３回発行（全
戸配布）、啓発用DVDソフト（高齢者、一般消費者、若年層）の購入。講演会・学習会で上映や貸出。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 田川地区、筑豊地区で開催の研修会等に年２～３回程度参加

（強化） 相談員（担当職員２名）に県等主催の研修会に６回、全国研修会に１回参加できるよう旅費を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 平成21年９月消費生活相談窓口を本課に併設。

（強化） 消費者問題関係書籍を購入、相談員の専門的知識の習得を図り相談窓口業務を充実。

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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化） 消費者問題法律相談会開催（１０回）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,667          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 1,687            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,814          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,834            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



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）

講師謝金、旅費、研修資料代、会場借上料、会議費

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

910              910                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者が確認すべき食品表示の研修会の開催 910              910                  

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）

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）

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）

年度

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 大任町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406082

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化） 消費者及び生産者を対象とした食品表示の講習会を行い、消費者、事業者ともに食品安全についての意識が高まるよう啓発する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

-      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

20              

-      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 910            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

相談員総数

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 930              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 20                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



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

166              166                  

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）

広報資料購入費

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啓発 141              141                  

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） 消費者行政担当職員の研修参加

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）

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） 消費生活相談窓口の開設

19                19                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

年度

6                 6                     執務参考資料購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）

市町村名 福智町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406104

事業の概要 対象経費事業名

22都道府県名 福岡県 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のための啓発パンフレット全戸配布・成人式参加の新成人に若年者向けパンフレット配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） なし

（強化） 県が開催する研修に担当職員の参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の開設。参考図書の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

人人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

④その他

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

平成21年度末 相談員数

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員総数 -      人人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 166            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 166              千円

-                千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 186              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 20                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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 苅田町 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 406210 平成 22

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）

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）

ＰＣ及び執務参考資料の購入、消費者ホットライン対応相談電
話の設置、啓発資料の掲示用の事務用機器等の購入

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）
消費者庁設置に伴い相談機能を強化するため、ＰＣ、参考資料
及び啓発資料の掲示用の事務用機器等を購入する

306              306                  

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） 相談員の知識向上のため、研修会参加の回数を増やす 68                34                   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）

啓発用資料の購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 新成人及び高齢者に対して啓発資料を配布する 300              300                  

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）

合計 - 674              640                  -

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） なし

（強化）
消費者庁設置に伴い改正される法律等の参考書籍、消費者ホットライン専用電話の設置、相談業務の円滑化のためＰＣ及び啓発資
料掲示用の事務用機器を購入する。

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） 県が実施する研修に年間5回出席。

（強化） 県若しくは北九州市が実施する福岡県内で行われる研修に、年間15回程度出席する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 高齢者に対し県から提供された啓発資料を配布。

（強化）
くらしの豆知識や高齢者啓発用パンフレットを購入し、成人式の際に新成人へ、高齢者に対しては出前講座等の際に配布すること
で、悪質事業者や携帯電話のトラブル等、消費者被害の未然防止に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 10    人日



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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 2,078            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,078          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,734            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,094          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 640            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 -      人

16              千円

相談員総数 1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 研修参加回数を年間5回から年間15回程度に増やす

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 福岡県 市町村名 みやこ町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度406252 平成

事業名 事業の概要

8                 8                     

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

執務参考資料の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 窓口開設準備、参考図書購入

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシ作成、配布用小冊子購入 169              169                  広報用配布資料作成・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

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

177              177                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口開設（兼任職員による窓口相談）、相談業務用執務参考図書の整備

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（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）
消費生活問題の啓発のため、啓発チラシを作成し全世帯に配布する。また、実践的な対応マニュアル的な小冊子を３００冊程度窓口
に備え、相談者の理解を高め、消費者被害の未然防止に努める

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 202              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 25              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 177            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

25              千円

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

都道府県名 福岡県 市町村名 吉富町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度406422 平成

事業名 事業の概要

20                20                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口案内板の作成、参考図書の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の開設

30                30                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 80                80                   広報資料作成･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

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

130              130                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） なし

（強化） 新たに消費生活相談窓口を開設し、住民へ窓口の周知を図る。相談業務に関する参考資料を整備し、窓口機能を充実させる。

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）

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） 消費者行政職員を県が実施する研修に参加させ、相談対応力の向上に努める。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪徳商法被害防止のための啓発パンフレットを全戸配布し、消費者被害の未然防止に努める。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 55                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 55              千円

平成22年度の消費者行政予算 192              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 130            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

7                千円

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

都道府県名 福岡県 市町村名 上毛町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度406465 平成

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 職員を対象とした消費者行政に係る研修、教材購入 90                90                   講師謝金、講師旅費、教材購入費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

90                90                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（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） 福岡県消費生活センターの相談員を講師として招き、役場一般職員を対象とした消費者行政活性化に係る研修、教材購入（消費者六法等図書）

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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 20                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成22年度の消費者行政予算 110              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 90              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

ー 千円

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

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）

都道府県名 福岡県 市町村名 築上町 自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度406473 平成

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談業務に必要な、関係法令等書籍の購入・購読 128              128                  消費者六法など関係書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

229              229                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活担当職員の研修会・講習会参加旅費並びに参加費の支援を行う。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 悪質商法被害防止などの啓発冊子を作成し、老人会・民生委員を活用して啓発活動を行う。 504              504                  啓発冊子の作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

3,057            3,057               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
コミュニティＦＭ放送を活用し、オリジナル啓発番組の作
成と定期放送を行う。弁護士による無料法律相談の実施

2,196            2,196               
啓発番組作成放送業務一式（30分月2回）5分間番組1日2回、
弁護士謝金

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 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） Ｈ２１年度基金事業で窓口看板を作成

（強化） 相談業務に必要な、関係法令等書籍の購入・購読

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） 消費生活担当職員の研修会・講習会参加旅費並びに参加費の支援を行う。(東京、北九州コースの基礎又は実務、消費者フォーラム）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法被害防止などの啓発冊子を作成し、老人会・民生委員を活用して啓発活動を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 3,416            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,203          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 213            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,084            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 27              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,057          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

-186           千円

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上
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