
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）

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）

1,188            消費者力向上のための教育と啓発事業

非常勤報酬2,276                

938                   

18                    

1,188                

2,276            

講師謝礼、研修旅費、啓発用図書・パンフレット購入費、講座会場使用料、講座用バス賃借料、
研修参加負担金

18                 

県外研修旅費、研修参加負担金

事業経費事業の概要

講師謝礼高度に専門的な相談に対応するため専門家を活用

増大する業務に対応するため、相談窓口の強化を図る

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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

都道府県名 沖縄県 市町村名

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

那覇市

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

4,420            -

年度

938               相談員等の県外研修参加のための旅費支援

22

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）

自治体コード 472018 平成

⑨消費生活相談窓口高度化事業

合計 4,420                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費生活相談補助員（1名）増員し、相談窓口の強化を図る

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）
（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

弁護士等の専門的な知識を有する者から年3回のアドバイスを受ける

（既存）

司法書士を特別専門相談員として毎月第１・３・５木曜日に配置。

国民生活センター主催の研修に相談員等を派遣(計7回)。多様化する相談内容に対応するための旅費支援。

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

県主催の研修については自費により参加

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（強化）

消費生活相談員（2名）消費生活相談補助員（1名）

賢い消費者の教育と啓発を目的に、年２回、４日間の講座「消費生活カレッジ・かしこい消費者塾」を行う

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

出前講座年２回実施。

（既存）

（強化）

事業名

（既存）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）



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

平成21年度の消費者行政予算 11,056           千円

人

人日

人

人日

2,276              

追加的総業務量（総時間）

千円 千円前年度差 -165           

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

追加的総費用

千円

千円11,395           

千円

6,975          

1,452          

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

（既存）

（強化）

-                  

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,916          千円

-                  

平成22年度の消費者行政予算

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

4,420          

1      

対象人員数

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 7,140          

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

⑱消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

相談員のレベルアップと無資格者の資格取得に向けての旅費の支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

4      相談員総数

処遇改善の取組

①報酬の向上

○

○ 新たに主任消費生活相談員の職を設置した。

4      平成21年度末

平成22年度末予定人

人

-      うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

相談員数

-      

4      

-      

人

人

人

相談員数

相談員数

人-      

消費生活相談員の配置 人

平成21年度末

人平成21年度末 相談員総数 4      



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 - 3,275            3,090                -

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 職員及び市民向け講演会の開催及び啓発チラシ作成 1,076            1,076                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員の日数拡充、報酬のアップ及び担当行
政職員の時間外

1,273            1,088                消費生活相談員報酬、社会保険料、職員の時間外勤務手当

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師報償費、チラシ購入、チラシ印刷製本費、資料作成、チラ
シ配布委託料

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び担当行政職員の研修参加支援 926               926                   旅費及び参加負担金

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）

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）

都道府県名 沖縄県 市町村名 宜野湾市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 472051 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
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） 月・火・木の週３日消費生活相談窓口を開設。

（強化） 平成２０年度週３日だった消費生活相談窓口を平成２１年度より週５日へ拡充。また平成２２年度より月額報酬を１５０千円より１６０千円へアップ

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 職員及び市民向けに弁護士又は司法書士等の講演会を開催。　消費者行政啓発に関するチラシの作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 県外開催の研修への参加旅費を支援

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（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

５．消費者行政予算について

3,398          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,090          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 198               千円

219             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,179          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,488            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 2,265          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,444            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      672             人時間／年 1,088              

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

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 ○ 平成２１年度１５０千円報酬を平成２２年度より１６０千円へアップ

②研修参加支援 ○ 県外研修参加旅費の支援

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

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 1      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）

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 - 2,070            1,740                -

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 消費者への教育・啓発用チラシ等の作成 480               150                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 有資格者の相談員の配置（週3回） 1,440            1,440                委託料

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

印刷製本費

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員及び相談員の研修参加（県内外） 150               150                  旅費・負担金

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）

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）

都道府県名 沖縄県 市町村名 浦添市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 472085 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
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） 総合相談窓口で対応。

（強化） 総合相談窓口で対応している「消費者相談」を有資格者の相談員が行う（週3回）。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市役所来庁者・行事・関係部署での配布。

（強化） 全世帯へ啓発用チラシ等の配布。

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） 研修へ参加することで、相談員 のレベルアップ・情報交換を行う。

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

５．消費者行政予算について

330             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,740          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

-135           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 465             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,070            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 610             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,075            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      864             人時間／年 1,440             

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

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 ○ 情報収集・消費者行政への知識向上

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      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 1      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）

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 - 893               893                   -

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
相談窓口の広報・周知を行い消費者問題を抱えている人
の掘り起こしを図る

420               420                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者行政一元化に伴い予想される多様な相談内容と
業務量の増大に対応するため、相談窓口を整備する。

473               473                   相談日の拡大に伴う委託費用

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

相談窓口の広報用のチラシ作成・配布費用

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

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）

都道府県名 沖縄県 市町村名 名護市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 472093 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
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） 相談員１人の週１回の相談窓口

（強化） 消費者行政一元化に伴い予想される多様な相談内容と業務量の増大へ対応するため、相談員１人の週２回へ相談窓口の強化を図る

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市民へ対する相談窓口の広報・周知の強化

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）

（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）

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

５．消費者行政予算について

515             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 893             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 525             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,408            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 525               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      225             人時間／年 473                

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

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 1      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 1      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）

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 - 6,211             4,140                 -

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 消費者の教育、啓発及び育成の強化 311                268                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 窓口体制及び消費者教育、啓発等の強化 5,402             3,374                 相談員の増員、勤務日数並びに勤務時間の拡大に伴う報酬及び社会保険料

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講師謝金及び配布用啓発資料等の購入

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県外研修への参加支援 320                320                   旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務用機器購入 178                178                   

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・事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 沖縄県 市町村名 沖縄市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 472115 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
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）

⑱消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） 相談員【9時～16時 週4日勤務「1名」、9時～16時 週2日勤務「1名」】、月曜日（2名体制）、火曜日～金曜日（1名体制）

（強化）
相談員【9時～17時15分 週4日勤務「3名」】、火、水曜日（3名体制）、月、木、金曜日（2名体制）
常勤職員による時間外勤務【常勤職員「2名」×3時間×6ヵ月】

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費者講演会、消費者月間パネル展

（強化）
専門機関の活用【司法書士等による消費者無料相談会や講演会等「対象：市民、職員」】、啓発並びに消費生活に関する情報提供等の
周知の為、配布用啓発資料等の購入（参考図書購入「くらしの豆知識 350部」、教材・パンフレット及び広報資料等の購入 900部）

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） 2ヵ月に1回、弁護士会消費者対策特別委員会への参加

（強化） 消費生活相談員養成講座（実務ｺｰｽ「1名」2週間）、消費者教育に携わる講師養成講座（「1名」3日間）

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） PIO-NET端末の配備（2台）、事務用機器（パソコン2台）

（強化） H21に引き続き事務用機器（パソコン 1台増設）購入

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

8,080          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,140          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 62                 千円

171             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,909          千円

平成22年度の消費者行政予算 12,220           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 2,088          千円

平成21年度の消費者行政予算 9,997             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

5      2,688          人時間／年 3,374              

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



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 ○ 有・無資格者相談員のレベルアップの為、県外研修への参加支援

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

3      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人 平成22年度末予定 相談員数

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

3      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 3      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）

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 - 1,820            1,820                -

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
毎月第1水曜日の消費生活相談窓口設置にあたり、相談
員を1名委託する。

120               120                   相談員委託料

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

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）
毎月第1水曜日、午前10時から午後4時までの間、消費
生活相談窓口を設置する。

1,700            1,700                
広報チラシ印刷製本,広報チラシ折込手数料,市民相談室新設
工事費,備品購入費

都道府県名 沖縄県 市町村名 豊見城市

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 472123 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
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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） 消費生活相談員が不在。

（強化） 毎月第1水曜日の消費生活相談窓口設置にあたり、相談員を1名委託する。

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）

（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）

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） 消費生活相談専門の窓口が設置されていない。

（強化） 毎月第1水曜日、午前10時から午後4時までの間、消費生活相談窓口を設置する。

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

692            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,820          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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 692            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,512            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 692               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      60              人時間／年 120                

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

実施形態 研修参加・受入要望



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 ○ 県外研修参加旅費の支援

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 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 -      相談員総数
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