
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活スペシャリスト（出張講座専門講師）の養成 719               

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

年度

512消費者行政担当者の研修への参加支援

事業経費

消費生活センター周知リーフレットの作成、相談ブースの増設、
事務用機器の設置、電話回線の改修による強化

2,241

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 研修会開催，相談員の研修への参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

8,532            

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

事業の概要

-

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 22都道府県名 鹿児島県 市町村名 鹿児島市 自治体コード 46043

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 371

旅費、受講料

4,639

50

512

2,241

8,532                

消費生活講演会開催、振り込め詐欺・悪質商法啓発（生
活情報誌広告掲載、公共交通機関による広報）、教職員
向け啓発講座、市民講座（土・日開催）地域消費者リー
ダーの育成・出張講座の実施

対象経費

4,639

基金（交付金相当
分）対象経費

50

消費生活講演会業務委託料及び会場借り上げ料、キッズ用啓
発資料作成、中学生向け学習資料の作成、生活情報誌広告掲
載料、公共交通機関アナウンス広告、教職員及び市民向け講座
講師謝金、教材作成費、会議費、地域消費者リーダー研修会講
師謝金、出張講座の講師謝金、障害保険料等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

連絡会議出席謝金、会議費、メールマガジン配信経費等371
悪質商法に関する見守りネットワークの構築（消費者被害
未然防止会議の開催、メールマガジンの配信）

相談員養成講座旅費（福岡市；４週間２名分）719                   

-

消費生活センター周知リーフレットの作成経費、相談ブースの増設、事
務用機器の設置（電話機、収納棚、ブルーレイレコーダー、ファックス、
パソコン、スクリーン等）

研修の講師謝金、交通費等



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

国民生活センター等が行う研修に年２回参加

（強化）

国民生活センター等が行う研修に年１回参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

なし

なし

⑯一元的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

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 若年者から高齢者までの各年代に応じた啓発資料の作成。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）
消費生活講演会の実施、生活情報誌・公共交通機関による振り込め詐欺・悪質商法啓発、教職員向け消費生活講座、土・日開催市民
向け講座の実施、地域での簡易な出張講座を実施する「地域消費者リーダー」の養成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談ブース２箇所設置

（強化） 相談ブースの増設（２箇所増設）、事務機器等の設置による機能強化を図る

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化） 食品表示安全機能強化研修会実施・研修会参加

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,686          千円

平成22年度の消費者行政予算

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）対象外経費

8,532          千円

-                  

うち基金（交付金相当分）対象経費

39,628           

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

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

研修参加・受入要望

消費生活相談員と同等レベルの出張講座を実施する消費生活スペシャリストを養成

人

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

なし

自治体参加型

人

-      人日

人日-      

法人募集型

-      

年間研修総日数

実施形態

参加者数

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（強化）

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

42,565           

平成21年度の消費者行政予算

34,033         千円前年度差 -1,909         

35,942         千円

千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成21年度末

平成21年度末

人 6      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数平成21年度末

相談員総数平成21年度末消費生活相談員の配置

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末予定

平成22年度末予定

○ 報酬月額の向上

6      

6      

6      

○

人

人

人

処遇改善の取組

平成22年度末予定

平成22年度末予定

①報酬の向上

研修等の参加のための旅費、受講料等を支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 6,173            6,173                -

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発資料作成 1,030            1,030                

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の増員 1,557            1,557                報酬、社会保険料

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

教材、広報資料作成・購入費

⑭商品テスト強化事業

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 市内弁護士等と相談員の合同研修会 150               150                   

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

講師謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加支援 1,135            1,135                旅費、研修費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能の強化 2,301            2,301                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

機材・事務用機器購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

自治体コード 462039 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 鹿児島県 市町村名 鹿屋市 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） ３名の消費生活相談員を配置。

（強化） 消費生活相談員を１名増員し、人的体制整備を図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者教育・啓発のためのパンフレットの作成はなし。

（強化） 消費者教育・啓発のためのパンフレット等を作成する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 市内公設弁護士等との研修はなし。

（強化） 市内公設弁護士等と相談員との合同研修会を開催する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外研修予算計上なし。

（強化） 県外研修等に参加できるよう旅費、研修費を支援する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談スペースと事務スペースの仕切りなし。電話相談に必要な機器が不足。資料整理スペースが不足。

（強化） パーテーション、相談窓口カウンター、書棚、電話機等を購入し、相談窓口体制の充実を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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

５．消費者行政予算について

63               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,173          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 7,836          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,773          千円

平成22年度の消費者行政予算 14,009           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 10,159           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

1      1,020          人時間／年 1,557              

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内、県外研修のための旅費、研修費を支援

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 4      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 3      

人

相談員総数 4      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 3      

うち定数内の相談員



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）

枕崎市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度462047 平成

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の機能強化 309               309                   パソコン購入，個人情報保護用シュレッダーの購入，消費生活関連図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

300               300                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費，負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修及び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）

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及び消費者行政についての周知 1,375            1,375                
啓発用チラシ，啓発用DVD等，啓発用チラシ（成人式用），訪問販売
対策ステッカー作成（全戸配布用），出前講座用視聴覚機材購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

894               894                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談業務充実のための相談員増

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 相談業務充実のための相談員増

2,998            2,998                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務等の無料相談 120               120                   無料相談を行う司法書士等の委託費

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 -



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） 消費生活相談窓口を設置

（強化） 消費生活相談窓口と家庭児童相談窓口を同室に置き，消費生活相談員の不在時の対応強化を図る。また，事務機器等設置による機能強化を図る。

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

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県から配布されるチラシのみを配布（回覧方式），広報紙に連載記事を掲載し，相談窓口を案内

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員の勤務日以外については，家庭児童相談員が内容のみを聴取

（強化） 相談員を１名増員することにより，新たに配置されるＰＩＯ－ＮＥＴの即日入力や，相談業務の増加に対応する



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 消費生活相談員が相談を受け，担当課と協議して対応

（強化） 相談内容により，専門家（司法書士等）に相談できるように委託する。

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

1      1,080          人時間／年 894                

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 4,592            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,460          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,132          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,124            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,126          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,998          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

-6               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

相談員総数 2      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 2      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 ○ 相談員を２名体制にすることにより，相談に係る負担の軽減

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

自主財源はありませんか？



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）

出水市 自治体コード

事業名 事業の概要

都道府県名 鹿児島県 市町村名 462080 平成 22 年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費者ホットラインに接続するための電話回線の新設 166               94                    消費者ホットライン回線工事費等

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

266               266                   

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）

旅費及び受講料等

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） 相談員の県外の研修への参加支援（１名・年２回予定）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のためのリーフレット配布(年１回） 221               221                   全世帯（約25,000世帯）リーフレット購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

653               581                   

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） 相談用の直通電話回線なし

（強化） 消費者ホットラインに接続するための直通電話回線を設置する。

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） 相談員の県外の研修への参加支援（１名・年２回予定）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 出水市全世帯（約２５，０００世帯）に消費生活啓発のリーフレットを配布。（年１回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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 2,367            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 416             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,951          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,646            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,065          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 581             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

114             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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 なし

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

④その他 なし

②研修参加支援 なし

③就労環境の向上 なし



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）

相談員旅費

合計 - 1,988            1,988                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 支所での相談活動の実施 72                 72                    

⑱消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 １名の増員配置 1,437            1,437                賃金・社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

旅費・リーフレット配布・市広報紙掲載料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出張相談及び被害防止のための啓発強化対策 115               115                   

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県内外研修会の参加支援 231               231                   旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

機材機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 窓口機能の強化 133               133                   

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）

対象経費

自治体コード 462101 平成 22 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

都道府県名 鹿児島県 市町村名 指宿市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名

（強化） 増員配置で相談機会の強化を図る　（１名増員）

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） 広報紙掲載（年６回）

（強化） 出張相談用旅費及びリーフレットの配布（公民会単位で回覧板により回覧・約２０００部），市広報誌（消費者啓発の特集号）の掲載料

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） 県外研修（福岡県）及び県内で開催される研修会には相談員自費参加

（強化） 県外研修（福岡県）及び県内で開催される研修会への参加支援

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）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 窓口機能の強化対策（啓発用テレビ等の備品購入）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

55               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,988          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 1,395          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,340          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,383            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 2,226            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 886             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,694          人時間／年 1,437              

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） 支所での相談活動旅費　



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 ○ 参加旅費の支援

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 2      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 1      

人

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 1      

うち定数内の相談員



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）

西之表市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度462136 平成

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能充実 260               260                   事務用機器購入（シュレッダー、ＰＩＯ－ＮＥＴプリンタースタンド他）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

962               962                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費、研修参加費用

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） 相談員及び職員の研修参加支援（無資格2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 600               600                   情報紙発行（隔月年6回：全世帯配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業

111               111                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

1,933            1,933                

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） 消費者行政を担当する部署は他の業務も兼務しているため、事務室内に複数の業務に関する資料が混在している。

（強化） 増加する消費者行政事務を効率的に処理するため、関係資料の保管、ＰＩＯ－ＮＥＴ関係機器等の配備のため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） 県内で開催される研修会に自費及び予算の範囲内で参加

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

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） 消費生活情報は、年5回程度、市の広報紙に掲載。（1枠約400字）

（強化） 隔月のペース（年6回）で消費生活に関する情報紙（Ａ４版4ページ）を発行し、全世帯（約8,000世帯）に配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員は月15日勤務。

（強化） 相談件数の増加、ＰＩＯ－ＮＥ即日入力等、業務量の増加に対応するため、平成21年8月から月17日勤務とする。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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      144             人時間／年 111                

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 2,237            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,192          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,045          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,985            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,052          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,933          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

7                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費及び必要経費を支援

③就労環境の向上



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

150               150                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県、国民生活センターが開催する研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

　旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

150 150

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

22 年度462144 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 垂　水　市

事業名 事業の概要



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

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）

（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） なし。

（強化） 県、国民生活センターが開催する研修への参加支援

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）

（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

５．消費者行政予算について

4                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 1,878          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,874          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,028            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 3,324            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,450            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）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県、国民生活センターが開催する研修への参加支援

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 -      

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数 -      

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      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 1      

-      人

相談員総数 1      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 1      

うち定数内の相談員



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）

薩摩川内市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22 年度462152 平成

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

717               717                   

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） 相談員等の国セン・県開催の研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 教育，啓発用パンフレット等の作成・消費生活講座等の開催 1,816            1,816                印刷代・講師謝金･消費生活講座等開催経費

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

2,767            2,767                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 支所巡回相談 234               234                   相談員旅費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



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） 国セン研修(相模原)各相談員１回　国セン研修(九州管内１回) 各相談員１回

（強化） 既存の研修に加え，国セン研修(相模原)各相談員１回　　国セン研修(九州管内)　各相談員２回受講・　行政職員の研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 教育，啓発用パンフレットの作成（講座等で活用）・消費者フェアの開催・消費生活講座の開催・消費者ガイド養成講座の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） ８支所巡回相談

⑱消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

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 10,027           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,900          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,127          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,974            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,207          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,767          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

80               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

相談員総数 3      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

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 3      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 ○ 月額報酬の引き上げ　128,100円を131,900円へ(予算計上)

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 ○ 研修会参加のための旅費支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談体制の強化に伴う賃金、社会保険料

2,483            2,483                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

月　14日→18日　賃金、社会保険

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

240               240                   啓発事業(出前講座)用のパンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

513               513                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発事業(出前講座)用のパンフレット購入

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国セン等が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）

研修会(神奈川)×2人（相談員1人,職員1人）

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）

238               238                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務所・会議室の改修費

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） 専用相談スペースの確保に伴う事務所の改修 1,492            1,492                

22 年度462161 平成

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 日置市

事業名 事業の概要



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 月14日勤務（平成21年12月まで）

（強化） 月18日勤務

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座に使用するための啓発用パンフレットの購入

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） 国民生活センターが主催する研修会への参加を支援する（旅費の負担）

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） なし

（強化） 専用の相談スペースを確保するため、事務所・会議室の改修を行う

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-122           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,483          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 1,470          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,592          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,953            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 2,464            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 872             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      360             人時間／年 513                

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）



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 ○ 国セン主催の研修会への参加支援（1回）

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      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 1      

人

相談員総数 1      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 1      

うち定数内の相談員



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）

曽於市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 22 年度462179 平成

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

287               287                   

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）

消費生活専門相談員育成支援コース，専門・事例講座等旅費

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） 消費生活相談員各種研修参加支援

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 消費者被害防止に係わる啓発 645               645                   消費者被害防止に係わる教材作成，視聴覚教材の購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,800            1,800                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員賃金，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 消費生活相談員窓口の整備・相談機能の向上

2,732            2,732                

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） 担当者会等旅費

（強化） 国民生活センター等が開催する研修会に参加し，事例研究や相談対応資質の向上に努める。

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） 消費者被害防止の啓発活動・出前講座の開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の新規配置（平成２１年度～）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,860          人時間／年 1,800              

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 2,498            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,492          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6                千円

平成22年度の消費者行政予算 2,793            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 61               千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,732          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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催研修会参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

3,662            3,662                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

賃金，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）

2,078            2,078                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 PIO-NET入力対応等にかかる相談員の増（１名）

⑭商品テスト強化事業

174               174                   パンフレットの作成、啓発用DVD等の購入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

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

県内・県外での研修

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

790               790                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

相談室改修、事務機器の設置、執務資料の購入

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） 消費生活センターの拡充 620               620                   

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）

22 年度462187 平成

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 霧島市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） PIO-NET未導入。相談件数が増加、複雑化している。相談員１名で対応。

（強化） PIO-NET導入・増加、複雑化する相談業務への対応のため、相談員を１名増員する。

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）

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） 増加・進化しつづける悪質商法等へ対処法パンフレットを作成。

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） 新規相談員への研修参加支援。既存職員・既存相談員への研修参加への支援。

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）

（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） 相談室のプライバシー配慮が遅れている。

（強化） 相談者のプライバシーに配慮するため、相談室の改修，事務機器の設置等による機能強化。

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-103           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,662          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 1,996          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,099          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,658            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 5,197            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,098          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,956          人時間／年 2,078              

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）



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 ○ 国民生活センターや県開催の研修に相談員が参加できるよう旅費を支援。

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

2      

①報酬の向上 ○ 賃金の増額を検討する。

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人

人

平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

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 1      

うち定数内の相談員



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）

いちき串木野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 22 年度462195 平成

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

441               441                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・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 悪質商法等被害防止のための啓発用パンフ等作成 1,104            1,104                印刷製本費・折込手数料

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

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

1,593            1,593                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 有識者による消費生活無料相談会（年２回） 48                 48                    講師謝金・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 -



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） 県開催の研修には市費により相談員が参加

（強化） 長期研修に相談員等が参加できるよう旅費を支援（H22年度は国セン・福岡等での研修を予定）

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） 市広報誌による限られたスペースでの広報

（強化） 啓発用パンフレットやシール等作成し、全戸配布や出前講座等での使用・配布による啓発活動を実施

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化）
複雑高度化する消費生活問題や多重債務に係る問題等について、弁護士等による無料相談会を実施し解決を図るとともに相談員の
研修会も実施し、資質の向上を図る。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

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 3,411            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,481          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,930          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,202            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,609          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,593          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

-321           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 長期研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 -

590               590                   弁護士による相談所開設

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

7,152            7,152                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 市民のための消費生活相談所開設（年12回）

消費生活相談員（1名）の雇用

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,573            1,573                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活センター設置による相談件数の増加の対応及びＰＩＯ－ＮＥＴ入力業務

⑭商品テスト強化事業

183               183                   高齢者及び新成人向けパンフレットの作成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

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

研修参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

669               669                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費者への相談体制の強化、消費生活情報の提供及び啓発 4,137            4,137                

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の県内外での研修への参加支援（3名）

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）

22 年度462209 平成

対象経費

相談室改修工事及び相談室備品等購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 南さつま市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） PIO-NET未導入。相談員１名で対応。

（強化） 相談体制の機能強化及びＰＩＯ－ＮＥＴ入力業務のために新たに相談員を1名雇用する

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）

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） 高齢者及び新成人向けの悪質被害防止のためのパンフレット作成

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） 国民生活センター開催の研修に参加

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 消費生活センターの設置により、市民が相談しやすい環境と相談体制の強化を行い、市民の安心安全の確保を図る

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

39               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,152          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 1,800          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,761          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,952            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 3,935            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,174          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,536          人時間／年 1,573              

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） 毎月1回弁護士による消費生活相談所の開設を行い、相談体制の整備と相談員のレベルアップを図る



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 消費生活相談員の増（2人体制）

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旅費を支給

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

2      

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員の報酬の増額

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人

人

平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

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 1      

うち定数内の相談員



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）

志布志市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 対象経費

都道府県名 鹿児島県 市町村名 22 年度462217 平成

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の設置 2,500            2,500                間仕切り壁、相談カウンター等設置費用

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 消費生活相談員等研修参加

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,154            2,154                

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

消費生活相談員の勤務日数の拡大及び増員による報酬及び社会保険料

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 消費生活相談員の勤務日数の拡大及び増員

5,054            5,054                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談室の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（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） 国民生活センター主催研修会への参加支援等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 日額報酬6,750円　月14日勤務　1人

（強化） 月額報酬132,000円　週5日勤務　9時から17時　2人



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,814          人時間／年 2,154              

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 3,533            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,934          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,599          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,354            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,300          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,054          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

-299           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

相談員総数 2      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 2      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



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 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

757               757                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

157               157                   パンフレット購入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

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

旅費・受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

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） 事務用機器の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

200               200                   パソコン購入

22 年度462225 平成

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 奄美市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

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） 各種団体を対象に出前講座を実施。

（強化） 悪質商法からの被害防止のためパンフレットを購入し啓発に努める。

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） 県開催研修に，相談員の参加。

（強化） 消費生活相談員のレベルアップのための研修機会を拡充。

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） 相談室の改修及び事務用機器の設置。

（強化） パソコン購入し事務用機器の整備。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-99             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 757             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 1,200          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,299          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,957            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 3,891            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,592          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費・受講料を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

1      

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人

人

平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 1      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 1      

うち定数内の相談員



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 南九州市

対象経費

22 年度46223 平成

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） ・執務参考資料の整備 20                 20                    参考書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

284               284                   

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） ・相談員のレベルアップの為の研修参加に伴う経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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・啓発に必要な経費 500               500                   パンフレット

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,410            1,410                

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、社会保険料、雇用保険

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 ・消費生活相談員設置経費

2,214            2,214                

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） ・執務参考資料の整備（消費者六法等の購入費）

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） ・相談員のレベルアップの為の研修参加に伴う経費（消費生活専門相談員資格取得のための経費）

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） ・消費者教育・啓発の際に使用するパンフレットの作成経費

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） ・なし

（強化） ・消費生活相談員１名新規設置に伴う経費



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,536          人時間／年 1,410              

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 1,300            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,077          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 223             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,410            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 196             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,214          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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

650               650                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

500               500                   パンフレット作成、高齢者の被害防止説明会開催経費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

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

研修旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

150               150                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

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）

22 年度462241 平成自治体コード

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名 事業の概要

都道府県名 鹿児島県 市町村名 伊佐市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市民向けに、悪質商法被害防止やクーリングオフ制度等についてのパンフレットを作成する。高齢者に対し被害防止のための説明会を開催する。

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） 県開催の研修に相談員の自費により参加している。

（強化） 県開催の県内研修と国セン主催の県外研修に相談員１名を参加させる。

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-14             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 650             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 1,483          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,497          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,133            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 1,623            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 126             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）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内研修、県外研修への参加旅費と教材費の支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

1      

①報酬の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人

人

平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 1      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 1      

うち定数内の相談員



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）

自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

都道府県名 鹿児島県 市町村名 姶良市 22 年度462250 平成

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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） 消費者相談窓口拡充 530               530                   プロジェクター，執務参考図書等購入

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）

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） 相談員等のレベルアップ 250               250                   

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 消費者被害者防止のための啓発 600               600                   パンフレット作成経費

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

賃金及び社会保険料

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 専門相談員の配置 2,114            2,114                

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 - 3,494            3,494                



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） パソコン・相談用テーブル等を購入し相談業務の拡充を図った。

（強化） プロジェクター等を購入し消費者相談窓口の拡充を図る

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員を担当する職員を実務的研修に参加させレベルアップを図った。

（強化） 相談員及び相談業務を担当する職員を実務的研修に参加させレベルアップを図る

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） パンフレットを作成し啓発に活用した。

（強化） 新たに住民向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員を新規配置（平成２１年１０月～）し、相談窓口を開設することで一元化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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      1,920          人時間／年 2,114              

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 2,488            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,802          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 686             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,024            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 530             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,494          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

-156           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

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 -      

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 ○ 日額５，３００円を月額報酬へ変え，賃金の引き上げを図る

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



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

1,260            1,260                

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）

啓発シール作成費用

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 消費者行政啓発シール作成（訪問販売・振り込め詐欺防止） 1,260            1,260                

⑧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）

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）

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

22 年度463922 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 さつま町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の周知，振り込め詐欺等の防止に関する啓発シールを作成（約６，５００部）・配布（民生委員等を通じて高齢者世帯へ配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,260          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

平成22年度の消費者行政予算 1,260            千円

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

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 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

相談員総数 -      人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 相談員数人

平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消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

1,000            1,000                

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）

パンフレット，シール作成経費

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 パンフレット，消費者トラブル対策シール配布 1,000            1,000                

⑧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）

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）

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

22 年度464520 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 湧水町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
相談件数の多い「高齢者」特に，「独居老人」等，弱者のトラブルに対応するため，啓発用パンフレット，消費者トラブル対策シールを作
成し，全世帯に配布，また，老人クラブ会議時や，民生委員会時の啓発資料として活用する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          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

-                

13               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,013            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13               千円 前年度差

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

平成21年度の消費者行政予算 13                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 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

相談員総数 -      人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 相談員数人

平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 鹿児島県 市町村名 大崎町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名 事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度464686 平成自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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 啓発用パンフレット，　集落発送時用啓発回覧板製作 882               882                   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

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

882               882                   

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレット，　集落発送時用啓発回覧板製作及び配布

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消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）

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

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 4                  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 4                千円

平成22年度の消費者行政予算 886               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 882             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 4                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 -      

人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数人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

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

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

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



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

612               612                   

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）

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

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 消費者行政パンフレット・ホットライン連絡先シール作成配付 612               612                   

⑧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）

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）

対象経費

22 年度460482 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 東串良町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
住民が安全で安心して生活できるよう，また，自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のため，消費者啓発用パンフレット及
びホットライン連絡先シールを作成し，全世帯（約３，０００世帯）に配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-1               千円前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 612             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 6                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7                千円

平成22年度の消費者行政予算 618               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 7                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成21年度末

①報酬の向上

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 -      

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

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数

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

人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード

事業名 事業の概要

都道府県名 鹿児島県 市町村名 南大隅町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 22464911 年度

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）

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 消費者教育・啓発のためのパンフ作成及び配布 500               500                   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

500               500                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 無し

（強化） 消費者教育・啓発のためのパンフ作成（４，６００部×２種類）・配布（自治会長を通じて全世帯配布）

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消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）

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

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 500               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             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 -                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 -      

人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数人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

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

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード都道府県名 鹿児島県 市町村名 肝付町

事業経費

22 年度464929 平成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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 　悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成 378               378                   　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

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 - 378               378                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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） 　悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成・配布（全戸配布）し，注意を喚起する。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑱消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）

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

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 378               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 378             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 -                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 -      

人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数人 -      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

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 -      

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち委託等の相談員

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



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 鹿児島県 市町村名 屋久島町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名 事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度465054 平成自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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 消費者被害未然防止のための広報資料の作成 546               546                   広報資料の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

546               546                   

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
町民の消費者問題に対する意識の向上と、消費者被害の未然防止のため、消費者教育・啓発に関するパンフレットを作成する。
消費者相談窓口周知・消費者被害の防止のためのパンフレットを作成し、町広報とともに全戸配布。

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消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）

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 -                    

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 52                 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 52               千円

平成22年度の消費者行政予算 624               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 546             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 78               千円 前年度差 26               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人 平成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 -      

人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数人 -      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

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 -      

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち委託等の相談員

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



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

103               103                   

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） 研修会への参加（２回程度）

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）

研修に参加するために必要な旅費，研修費，教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

103               103                   

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）

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）

対象経費

22 年度465232 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 大和村

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 研修会への参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 103             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

-                

8                千円

平成22年度の消費者行政予算 111               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8                千円 前年度差

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

平成21年度の消費者行政予算 8                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 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

相談員総数 -      人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 相談員数人

平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 瀬戸内町

事業名 事業の概要 対象経費

自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 鹿児島県 22 年度46525 平成

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の強化 300               300                   機材及び参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加旅費

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，相談に従事する一般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 300               300                   啓発チラシ印刷

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,016            1,016                

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

賃金

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

2,016            2,016                

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談用窓口における，機材及び参考図書購入

（強化） 相談窓口の体制強化のため，パーティションを設置，相談用テーブル・イスの設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発チラシ印刷・配布

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の新規配置（１名）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑱消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）

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      1,152          人時間／年 1,016              

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 4,920            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,900          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 2,036            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,016          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 20               千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 -      

人

相談員総数 1      人

平成22年度末予定 相談員数人 -      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

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 -      

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち委託等の相談員

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



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 鹿児島県 市町村名 龍郷町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名 対象経費

22 年度46527 平成

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）

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 300               300                   啓発用チラシ作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

300               300                   

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） 被害防止のための啓発チラシを作成（約５００部）・配布（全戸配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成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

-                千円 前年度差

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 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 300               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数

相談員数 -      

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 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 相談員数 -      

人

④その他

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消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

1,139            1,139                

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）

全戸へのリーフレット配布　DVDソフト購入　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 啓発用リーフレット配布・教育用DVDソフト購入・講演会開催 545               545                   

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修旅費3回

⑨消費生活相談窓口高度化事業

消費者行政担当者及び教育啓発用パソコン・スクリーンの購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

188               188                   

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） 消費者相談窓口の整備 406               406                   

自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度46529 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 喜界町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者トラブル防止のためのリーフレット配布。講演会や教育等に使用するDVDソフトの購入。講演会の開催。

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） 相談業務に従事する職員の研修参加旅費等の支援

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） なし

（強化） 消費者行政窓口強化に伴うOA機器及びプロジェクター用スクリーンの購入

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

５．消費者行政予算について

-1               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 91               千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,139          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 92               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,230            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

平成21年度の消費者行政予算 492               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             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）



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 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

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数

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 -      



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 鹿児島県 市町村名 徳之島町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名 対象経費

22 年度46530 平成

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）

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）

相談員の研修参加旅費、行政担当者の研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,080            1,080                パンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

500               500                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員賃金

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 相談員設置に係る賃金

1,800            1,800                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 専門家による相談会の開催 120               120                   弁護士等による相談会謝金・会場使用料

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） 前年度研修修了者のレベルアップを図るため，研修参加の支援を支援。

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） 若年から高齢者に向け被害防止のためのパンフレットを作成。相談員による出前講座や相談会を開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 相談員を1名配置。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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） 多重債務等問題を抱える住民に対し、専門家による相談会を開催。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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      768             人時間／年 500                

平成21年度の消費者行政予算 3,151            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,089          千円

51               千円 前年度差

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 62               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,800            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -11             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

相談員総数 1      人

平成22年度末予定 相談員数

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

平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 相談員数

人

④その他

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑱消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 増加する相談に対応するための相談員の配置

1,668            1,668                

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

賃金

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費者被害の未然防止のためのパンフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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 消費者被害防止のための啓発 500               500                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に従事する者の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加支援

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）

232               232                   

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）

自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度531 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 天城町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 増加する相談に対応するための相談員１名の配置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害を未然防止のためのパンフレット作成の上，全世帯に配布

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） なし

（強化） 消費者行政に従事する者の研修参加支援（職員１名・相談員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）

（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

５．消費者行政予算について

-                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 86               千円 前年度差

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 86               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,668            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 3,146            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,060          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,440          人時間／年 936                

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）



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

研修への参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 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

人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

人うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 1      人

平成22年度末予定 相談員数

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 -      



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 鹿児島県 市町村名 伊仙町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名 対象経費

22 年度465321 平成

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）

600               600                   

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・受講料・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） 相談員研修

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 消費者教育セミナー開催・パンフレット作成 500               500                   （講師謝金・旅費・会場使用料）（パンフレット作成・配布経費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,740            1,740                

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

賃金・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 相談員の配置

3,340            3,340                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士相談会の開催 500               500                   弁護士謝金・旅費・会場使用料

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） 無し

（強化） 相談員研修支援

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） 無し

（強化） セミナー開催・パンフレット作成配布（全戸配布）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 無し

（強化） 相談員を一名配置する



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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） 弁護士による相談会の開催

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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      2,286          人時間／年 1,740              

平成21年度の消費者行政予算 3,000            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,800          千円

6                千円 前年度差

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 1,200          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,346            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,340          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 -1,194         千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

人

相談員総数 1      人

平成22年度末予定 相談員数

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

平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

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

相談員養成のため研修参加

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 相談員数

人

④その他

②研修参加支援 ○



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

弁護士相談招聘旅費及び報償金

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,116            1,116                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 安心・安全なまちづくり法律相談事業 372               372                   

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） 窓口で相談に従事する職員の研修会参加旅費等

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）

研修参加旅費及び受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

パソコン・プロジェクター・スクリーン購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

400               400                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 消費者教育，啓発の強化用機器の購入 344               344                   

自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

22 年度465330 平成都道府県名 鹿児島県 市町村名 和泊町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

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）

（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） なし

（強化） 消費生活相談窓口で相談に従事する職員の研修会参加支援

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） なし

（強化） 消費者教育，啓発の強化用機器の購入

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

５．消費者行政予算について

-207           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 125             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,116          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 332             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,241            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 1,046            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 714             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） 安心・安全なまちづくり法律相談弁護士招聘旅費等



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 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

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 -      人

平成22年度末予定 相談員数

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 -      



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 鹿児島県 市町村名 知名町

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

自治体コード

事業名 対象経費

22 年度465348 平成

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）

200               200                   

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） 相談業務に従事する職員を研修に参加（１名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 380               380                   パンフレットの作成、出前講座の実施。

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

580               580                   

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） 県開催の研修に相談業務に携わる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）
高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレットを作成し、出前講座（年三回）で使用。また，集落での会合等での配布による啓
発活動を実施。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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 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 580               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 580             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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

人

相談員数

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

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

人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定

人

人 平成22年度末予定 相談員数

相談員数

人

②研修参加支援

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上
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