
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度401005

事業経費

テレビＣＭ・街頭啓発ＣＭ、相談窓口移設・改修

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

12,668          

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業の概要

自治体コード 平成 23都道府県名 福岡県 市町村名 北九州市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員研修会開催 422              

消費生活センターに関する住民への周知に係る経費

348                  

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）

12,668              

研修の開催に必要な講師謝金、講師旅費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

868              相談員の国民生活センター等開催研修への参加支援

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

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）

弁護士、司法書士の活用による専門的相談対応力の強化 2,742            

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

DVD教材の中学校配布、モノレール広告、ラッピングバス等

31,048          

食の安全・安心ハンドブック作成

10,471              

788              

講師謝金、講師旅費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

788                  

562                  

報酬、費用弁償、社会保険料

2,190                

小中学生を中心とした若年層への消費者教育の拡充・強化 3,089            

旅費、研修費、教材費

教材作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費

30,116              

3,089                

10,471          

ハンドブック等作成費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

毎月１回消費生活相談員と弁護士による消費問題（多重債務問題を除く）法律相談を実施し 相談員が法的助言を受けることによって

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

（ 存）

（強化）

（強化）

（既存）

相談窓口の周知が十分でない。

（強化） センター周知のためのテレビＣＭや街頭ビジョンでのＣＭ放映を実施する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

年５回相談員の研修を実施。

（強化）

（強化）

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

（強化） 近隣市町村の相談員の参加を呼びかけ、外部講師を招聘し、本市相談員と合同で年９回相談員研修（事例検討会等）を実施する。

国民生活センターの研修に相談員３名が参加。（既存）

（強化）

（既存）

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

消費者トラブルの未然防止や金銭教育等を目的として中学生向け消費者教育DVD教材を作成し、センター周知のための常設パネル
と併せて市内中学校に配布する。また、モノレール広告や市営バスラッピング広告等により消費者被害防止のための啓発を実施する。

なし

（強化） 教員ＯＢを活用し、教育機関等と連携して小中学生に向けた消費者教育を推進する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

なし

（強化）

なし

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

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

（強化） 食の安全・安心ハンドブックを作成し、市役所関係各課、窓口や関係機関等に配布する。

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）

（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）

ー

⑱消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

ー年間研修総日数

（既存）

ー

（強化）

参加者数

研修参加・受入要望

人日

実施形態

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

人

法人募集型

実地研修受入人数 ー

年間実地研修受入総日数

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

2,046             

対象人員数計 追加的総費用

1       3,089             

1       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 56,915        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

169,967         

30,116        

千円

134,250       

千円

千円

千円

191,165         

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-4,527        

千円

139,851       千円

平成20年度の消費者行政予算 144,378         千円

5,601          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）対象の賃料、人件費等 3,089            千円

20年度差 前年度差千円

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

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22年度末

うち定数内の相談員 平成22年度末

消費生活相談員の配置 人人 相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

23    

23    相談員総数

平成23年度末予定

平成23年度末予定平成22年度末

23    平成23年度末予定

平成23年度末予定

23    

○

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

人

国民生活センター等開催の研修参加のための費用を支援

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）

都道府県名 福岡県 市町村名 福岡市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 401317 平成 23

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）

消費生活センターに関する住民への周知に係る経費
○テレビＣＭ放送料　○シネアド・街頭ビジョン放映料　○交通
広告料　○マグネットシート作成委託料

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）

消費生活センターの周知広報
○テレビＣＭ　○映画館スクリーンでの広報（シネアド）
○街頭ビジョン放映　○交通機関，庁用自動車を利用し
た広報

          20,402               20,402

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修への参加支援 738              619                  
相談員及び行政職員が消費者行政に係る研修に参加するた
めに必要な旅費及び研修参加費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全性について，消費者へ啓発強化を行う。 1,554            1,554                
食の安全に関して消費者への啓発を強化する経費
○食の安全性確保に関する市の取り組みを市民に分りやすく
紹介する動画の制作

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者教育・啓発・消費者被害の未然防止に必要な経費。
○ポスターコンクール　賞金・審査員報償費　通信費等　○通
信講座開催費（委託料、通信費、資料代）　○食とくらしに関す
るイベント　講師謝礼金 ○パンフレット・ポスター等作成費　○
ホルムアルデヒド簡易測定器購入費　○テスト用消耗品

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

講座やパンフレット等による消費者啓発事業
○若者啓発ポスターコンクール　○消費者教育通信講
座　　　○食とくらしに関するイベントを開催　○パンフ
レット・ポスター等による啓発　○シックハウス症候群に関
する事業　○グループ学習におけるテストの実施　○啓
発資料購入

1,437            1,437                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

○嘱託員の配置　消費生活情報管理専門員1名　消費
者安全分野専門員1名　○相談員１名増員配置　○相談
員の報酬改善　○高齢者のための出張相談　○相談強
化月間時の相談員の配置

15,555          14,668              ○嘱託員報酬・共済費　　○相談員業務等委託料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

合計 - 39,686          38,680              -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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） 消費生活センターの広報のための事業は実施していない。

（強化） 消費生活センターの広報のため，テレビＣＭ，映画館スクリーン，街頭ビジョン等を利用した広報を行う。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員２名に対し研修参加旅費を支援

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員９名に対し研修参加を支援（上記２名を除く）。また，職員の研修参加を支援。

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） 食品の安全性について，消費者啓発事業を実施

（強化） 食の安全性確保に関する市の取り組みを市民に分りやすく紹介する動画の制作

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ちらし・ＨＰ等による消費者教育・啓発，講座の実施等

（強化）
若者啓発ポスターコンクールを実施し，若者の啓発強化を図る。消費者教育通信講座（約50人を対象とし，自宅学習とスクーリング（年
1回）の実施を消費者団体へ委託）を開催し，消費生活に関する正しい知識を習得，消費者力のアップを図る。「食とくらしに関するイ
ベント」を新たに実施し，消費者啓発を行う。シックハウス症候群対策として測定器を購入・貸出し、消費者被害の未然防止を図る。

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）



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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 相談員１０名で相談を実施

（強化）

○消費者庁への危害情報の伝達や，悪質事業者の情報収集や分析など事業者指導の基礎資料となるＰＩＯ－ＮＥＴ情報の適正管理
の強化を図るための消費生活情報管理専門員を，また，消費者事故等の情報収集、消費者安全法に基づく重大事故等の通知等の
ための消費者安全分野専門員を配置。
○相談員１名を増員配置，消費者庁創設に伴う業務増に対応するための相談員の報酬改善，来所が困難な高齢者のための出張相
談の実施，相談件数の増が見込まれる時期に相談員を増員配置するなどし，相談窓口の充実・強化を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       4,682             

対象人員数
（報酬引上げ）

11     

対象人員数計 追加的総費用

13     14,668            人 千円13     14,668            



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 91,523          千円

平成22年度の消費者行政予算 141,456         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 37,515        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 103,941       千円

平成23年度の消費者行政予算 133,637         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 38,680        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）対象の賃料、人件費等 14,668          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 94,957        千円 20年度差 3,434          千円 前年度差 -8,984        千円

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22年度末 相談員総数 11    人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

11    人

相談員数

相談員数 11    人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 11    人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 22年度　時給１,４１３円　→　23年度　時給１,５０５円　　

うち委託等の相談員 平成22年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修へ参加する旅費等を支援

③就労環境の向上

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）

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）

事務所の改修、参考図書購入

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） 窓口改修に伴うPIO-NET、電話回線工事。参考図書購入 170              170                  

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 402028 平成 23都道府県名 福岡県 市町村名 大牟田市

講師旅費、会場借料

合計 - 3,154            3,154                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 庁内多重債務連絡会議研修会 59                59                    

⑱消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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員勤務時間延長による委託料、職員の時間外手当 929              929                  相談員委託料、職員時間外手当

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

会場借料、教材購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会の実施、啓発用パンフレット、グッズ作成 830              830                  

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示に関する講座の開催 23                23                    講師謝金、講師旅費、会場借料

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

弁護士報酬

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による高度な相談事例への指導･助言による相談会の実施 575              575                  

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、職員の知識修得のための研修参加旅費等の支援 568              568                  研修参加旅費、研修費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧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） 職員の国民生活センター等主催の研修参加旅費

（強化） 相談員（２回×２人）、職員（１回×４人）の国民生活センター等主催の研修会参加旅費等支援

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（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） 相談室の机、イス購入、啓発用機材購入、参考図書購入

（強化） 車椅子対応カウンター、留守番機能つき電話購入、それにともなう配線工事等、参考図書購入

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者庁創設にともない、増加する相談への対応のため、勤務時間1日6時間から7時間への延長、相談員事例検討会等による勤務日数増（18日）にともなう委託料、PIO-NET入力作業等による職員時間外手当

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品を購入する際のよりどころとなる表示の正しい知識を学ぶために、市民を対象とした講座を1回開催

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 職員による出前講座、職員手作りの啓発用リーフレットの作成

（強化） 市民を対象に外部講師による消費者問題講演会を1回。悪質商法周知用カレンダー、窓口周知用ポケットティッシュ等購入、街頭啓発や出前講座で配布

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 庁内多重債務連絡会議の職員を対象にした研修会の講師旅費、会場借料

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円6       929                

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

6       391                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

16              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数 2      

20年度差 26              千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 929              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,427          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,154          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 100              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,411          千円

平成23年度の消費者行政予算 6,581            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 120              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,022          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 9,433            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,401            

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会参加旅費等の支援(22年度4回、23年度6回）

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

都道府県名 福岡県 市町村名 直方市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 402044 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 消費生活相談員及び行政担当者の研修への参加 557              557                  研修受講料、教材費、旅費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発チラシ等購入費　消費啓発講演会実施委託費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシ・広報チラシの対象別配布 7,185            7,185                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 センター開設に向けての相談員の増員及び勤務日増加 269              269                  相談員の増員及び勤務日増加にかかる人件費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 8,011            8,011                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

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

（強化）
各年齢別で被害の多い啓発チラシを被害の多い年代を対象に配布する。また、広域相談窓口設置を目前に控え、市民に対して消費
者問題に興味を持っていただくため、著名人による講演会を開催。

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） 消費生活相談員が10日／月で勤務し、相談窓口を開設している。

（強化） 法に規定する消費生活センターの平成２４年度中の開設を目的とした相談員の増員及び勤務日の増加を行う。

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）

⑱消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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       279                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       269                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,298          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,848          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,550          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,298          千円

平成23年度の消費者行政予算 9,309          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,011          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）対象の賃料、人件費等 269              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,298          千円 20年度差 -                千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数 2      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

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22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 国センや他都道府県で行われる研修等への参加支援

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）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修開催）

執務参考資料購入・相談係新設に伴う事務用機器設置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談窓口の機能強化・機構改革による相談係新設に伴
う体制整備

335              335                  

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 402061 平成 23都道府県名 福岡県 市町村名 田川市

合計 - 2,922            2,922                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者庁創設に伴い増大する業務に係る人的体制整備 2,373            2,373                任期付短時間勤務職員（１名）の給料・手当・社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師旅費・謝金・教材作成、購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための講座開催 118              118                  

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） 担当職員の研修参加支援（１名） 96                96                    旅費・研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター及び県主催のレベルアップ研修会に消費者行政担当者を参加できるよう旅費・研修費を支援（国セン１回・県内１４回）

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） 複雑・多岐に亘る相談に的確に対応し、窓口の機能強化を図るため、法関係を中心とした執務参考資料を購入

（強化）
引き続き、法改正関連やＱ＆Ａ事例集等の執務参考図書及び実務参考資料を購入し、種々の相談に対応できる体制の強化を図る。
また、Ｈ２３年８月実施の機構改革における相談係新設に伴い、パソコン・パンフレットラック等必要な事務機器を設置し、体制整備を
行う

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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）

（強化） 国民生活センタ 及び県主催のレ ルアップ研修会に消費者行政担当者を参加できるよう旅費 研修費を支援（国セン１回 県内１４回）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       2,373             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,581             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-128           千円

相談員総数 -      

20年度差 -80             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,373            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 66              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,922          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 194             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,988            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）対象経費 3,669          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,863            千円

平成20年度の消費者行政予算 146              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402079 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 柳川市 自治体コード

-合計 - 5,283            5,283                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質訪問販売などを防止するためのステッカーを配布する 982              982                  悪質商法防止ステッカーの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

センターの看板、相談のための備品等の購入

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）
みやま市と「柳川・みやま消費生活センター」を24年度に
設置する

4,301            4,301                

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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）

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） 市役所３庁舎に啓発冊子等を設置していた。

（強化） 悪質訪問販売などを防止するためのステッカーを市内全戸に配布する。

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） 柳川市及びみやま市で専門の相談員が不在。各自治体の職員で対応。

（強化） 広域連携により「柳川・みやま消費生活センター」を設置し、専門の相談員を週７人日（月～金）置く。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-15             千円

相談員総数 -      

20年度差 -42             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 218             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,283          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 233             千円

平成23年度の消費者行政予算 5,501            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 426             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 659              千円

平成20年度の消費者行政予算 260              

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 自治体参加型で新たに相談員を養成

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の拡充 600              500                  執務参考資料購入、住民周知経費（チラシ）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402109 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 八女市 自治体コード

-合計 - 4,845            4,643                

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）

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 相談窓口開設に伴う相談員設置 2,294            2,293                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,400            1,530                消費者啓発用経費（チラシ・冊子等）等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

相談員等旅費・研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門家と連携することで、複雑化する相談に対応 300              250                  弁護士等無料法律相談経費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、相談担当職員等の県内研修への参加支援 251              70                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

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

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） 21年度に相談窓口を開設し、参考図書や事務用備品を購入するなど、相談業務ができるような条件整備を行った。

（強化） より高度な助言や啓発活動ができるよう、関係書籍や資料等を充実させるなど、よりよい相談窓口へ向けた環境の整備を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 高度化、多様化する相談に対応できるよう、専門的知識をもつ相談員を週３日設置。また、出張相談窓口を週１日程度開催。

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） より高度で専門的な知識をもった弁護士や司法書士の相談を年５回程度開催。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円3       2,293             

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       2,054             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

12              千円

相談員総数 3      

20年度差 173             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,293            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 242             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,643          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 230             千円

平成23年度の消費者行政予算 4,885            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,261          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,491            千円

平成20年度の消費者行政予算 69                

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 ○ 事例検討会やレベルアップ研修会への参加を支援し、新たな相談員の育成も行う。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 相談窓口事業実施に伴う必要な体制整備 110              110                  事務用機器、執務参考書籍の購入等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402125 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 大川市 自治体コード

-合計 - 3,660            3,556                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による月２回の無料法律相談の実施等 900              900                  委託料等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

報酬等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置等 1,586            1,586                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発リーフレットの作成、出前講座の実施等 900              853                  啓発リーフレット印刷代、出前講座講師謝金等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政に係る研修に参加するための旅費等 164              107                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 消費行政担当職員の定例的な会議の旅費

（強化） 定例的な会議の旅費のほか、相談員の能力向上のため各種研修に参加する

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 必要な機材や備品等を購入し、大川市消費生活相談窓口の機能充実を図る

（強化） 新たに必要な備品や執務参考書籍の購入等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

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） 年1回作成したリーフレットや冊子を公共施設にて配布

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 年間を通した月2回程度の弁護士による多重債務無料法律相談の実施等

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円3       1,586             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       1,395             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-28             千円

相談員総数 3      

20年度差 31              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,586            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 300             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,556          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 328             千円

平成23年度の消費者行政予算 3,856            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,146          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,474            千円

平成20年度の消費者行政予算 269              

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 ○ 消費生活に関わる研修について、旅費や研修費を積極的に支援する

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 備品・書籍等の購入による機能強化 411              338                  ワイヤレスアンプ・ICレコーダー・書籍購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402168 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 小郡市 自治体コード

-合計 - 1,790            1,600                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,203            1,170                くらしの豆知識・小冊子購入　ステッカー作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国セン研修2泊3日分費用弁償・受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修への参加支援 176              92                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 県内で実施される研修への参加支援（旅費）

（強化） 消費生活相談員の国セン主催研修への参加支援（旅費、受講料）

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） 備品書籍等の購入による機能強化

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）

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） 市広報や回覧板等を活用した啓発

（強化） 市内全世帯を対象に配布時に的確な啓発資料を配布し消費者被害の未然防止に努める。出前講座を回数10回、対象者数400人を目処に実施する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

110             千円

相談員総数 1      

20年度差 151             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,991          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          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 1,881          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,591            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,683          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,564            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,840            

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 ○ 国セン主催の研修への参加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料購入・窓口拡大による事務用品購入 242              199                  
執務参考資料の購入（48,026）・事務用品の購入（机・椅子）
（72,240）・保管庫、デスク用補助棚（43,627）周知パンフレット
他（35,850）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402176 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 筑紫野市 自治体コード

-合計 - 929              639                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座・講師派遣・パンフレット配布 341              180                  
啓発物品（147,000）・出前講座・基礎講座講師派遣謝金等
（33,000）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費（225,000）・研修費（15,000）など

⑨消費生活相談窓口高度化事業 有料弁護士相談の活用 30                20                    有料弁護士相談（1回5,000円×４回=20,000）

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） 相談員研修等への参加 316              240                  

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（強化） 国民生活センターの研修に相談員が年2回参加

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）

相談業務用の参考資料が十分に整備されていない。既存の相談窓口は2階で分かりにくく、階段が急。また、相談員2人に対し1部屋
で状況によっては相談者の匿名性が確保できなかった。

（強化） 相談員の知識向上のため執務参考図書の購入・既存の相談室から、1階の広い相談室（2部屋）を使用するための事務用品の購入

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）

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） 消費生活基礎講座5回（講師料無料又は1万円程度）、独自講師派遣なし、独自パンフ等による啓発なし

（強化）
消費生活基礎講座を、より多くの住民が受講できるように、実施形態及び内容を変更し、弁護士などの外部講師を招いて充実し、住民
に対する消費者教育の強化を図る。市民団体が主催する消費生活に関する学習会等へ講師を派遣する。パンフレット等の窓口掲示
による啓発。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 相談員が有料弁護士相談を活用することで、より的確なアドバイスをし、問題の早期解決を図る

（強化） 国民生活 タ 研修に相談員が年 回参加



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-185           千円

相談員総数 2      

20年度差 -1,285        

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,606          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 639             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 4,791          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,245            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 620             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,411            千円

平成20年度の消費者行政予算 5,891            

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 未定

②研修参加支援 ○ 参加機会を増やす

③就労環境の向上 未定

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 未定

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター移設工事、参考図書の整備 13,781          13,400              消費生活センター移設工事費、図書購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402184 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 春日市 自治体コード

-合計 - 19,028          15,666              

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）

報酬、費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

3,264            1,891                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発用パンフレットの作成、配布 1,616            278                  パンフレット等作成費、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等のレベルアップのための研修参加支援 367              97                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
平成２２年４月のセンター化に伴い、相談用の備品や参考図書を整備したが、法令等の改正や新たな手口の悪質商法などの相談に
応じるための参考資料が十分整備できていない。
センターの相談スペースが狭い（15.08㎡）ため、効率的な相談業務が実施できない。

（強化）
高度化・複雑化する消費者トラブルに対応するため、参考図書の整備を進め、相談機能の強化を図る。
センターを移設し、十分な相談スペース（43.75㎡）を確保する。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 平成２０年度までは週３日１人体制で年間約１５０日の相談業務に対応していた。

（強化） 平成２２年度から行っている週３日から週４日への相談日増を継続し、週４日２人体制で年間約２４０日の相談体制を維持する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法被害防止のため、継続して啓発パンフレットを作成、全戸配布し、あわせてセンターの周知を図る。

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） なし

（強化） 研修参加を支援し、相談員及び行政職員のレベルアップを図る。



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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円6       1,891             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

6       1,220             

年間実地研修受入総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

44              千円

相談員総数 6      

20年度差 1,881          

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,891            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,422          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,666        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 3,378          千円

平成23年度の消費者行政予算 19,088          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,217          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,595            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,541            

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 ○ 国セン研修へ２名参加。県等が行う研修参加を積極的に支援。

③就労環境の向上 ○ 参考図書の整備。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 6      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

都道府県名 福岡県 市町村名 大野城市 自治体コード

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの機能強化 338              300                  機器・事務用機器の設置、執務参考資料購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402192 平成 23 年度

-合計 - 4,351            4,283                

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）

相談員報酬・費用弁償（週2日分）,相談員報酬引き上げ、相談
員増員（週1日）

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
増加した相談日に対応するための経費,相談員配置増
員分の経費

1,985            1,985                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発講座 1,748            1,718                会場借料、チラシ印刷・配布費用

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援（2名） 280              280                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

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

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） 各種参考図書類の購入、啓発講座で使用するデジカメ等購入

（強化） 既存の他、各種参考図書類の購入、啓発・出前講座で利用するプロジェクター等備品購入

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 毎週月曜日と金曜日の週2日の相談業務

（強化）
毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日の週４日の相談業務を行う(週当たり2日の増加）,相談員1名増員（週1日勤務）
あっせんを要する事案の増加のため、あっせんの強化を図るとともに、それに対応する相談員の報酬を引き上げる。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活相談員による啓発講座を開催（謝金なし）

（強化）

消費生活相談員を講師とし,「かしこい消費者になろう」というテーマで消費者啓発講座（一般向け・高齢者向け）を開催、本市の現状を
踏まえた相談概要や対処方法などを取り入れながら、消費者意識の高揚並びに悪質商法被害からの未然防止を図る。
相談事例や対処方法等を掲載した啓発パンフレットやチラシを作製、地域情報誌への折込などを活用し啓発強化に取り組む。
啓発強調月間における街頭啓発等の各種イベント企画に併せた啓発物品の作製。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円3       1,985             

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       1,176             

年間実地研修受入総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

551             千円

相談員総数 3      

20年度差 878             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,985          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,259          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,283          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 1,708          千円

平成23年度の消費者行政予算 6,542          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,501          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,209          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,381          

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 ○ 研修旅費、研修負担金の増加

人

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 ○ 報酬の増額（22年度日額9,100円→23年度日額10,500円）

平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定 相談員数 - 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定 相談員数 - 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

執務参考用書籍２１，000、DVDレコーダー40,000

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の窓口の強化と体制整備 67                61                    

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 402214 平成 23都道府県名 福岡県 市町村名 太宰府市

合計 - 1,440            1,169                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者相談業務を円滑に実施するための人的体制の整備 952              687                  
相談員報酬４４５，０００、研修会報酬１２４，０００、相談員費用
弁償１１８，０００

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

ステッカー８０，０００、研修会講師謝礼３０，０００、啓発用チラシ
用紙３，０００、啓発用バック３，０００、啓発用冊子１６０，０００、
啓発用図書１４，０００、啓発講座委託１００，０００

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止 390              390                  

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） 相談員がレベルアップに取り組むための研修参加の支援 31                31                    旅費31000



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催のレベルアップ事業、事例検討会に出席

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） 相談窓口年３６回実施

（強化） 機能強化の一環としてDVDレコーダー及び執務参考用図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 相談窓口年３６回実施。

（強化） 相談員を１人増員させ、週２回相談窓口を実施。

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）
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に、啓発冊子を成人式及び街頭啓発時等に配布。また高齢者を見守る福
祉関係者等を対象とした研修、出前講座の実施。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円4       687                

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

4       362                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-108           千円

相談員総数 4      

20年度差 -39             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 687              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 364             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,169          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 472             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,533            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 906             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,378            千円

平成20年度の消費者行政予算 403              

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 ○ 研修会参加の増（２２年度１５日→２３年度２０回）

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 ○ ５，５００円から６，５００円に報酬額を引き上げ

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 4      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402231 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 古賀市 自治体コード

-合計 - 722              646                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための教材・パンフレット作成 478              402                  教材作成・教材購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び担当職員の研修参加支援 244              244                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 有資格者相談員の国民生活センターへの研修及び担当職員の研修参加

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）

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） 手作りパンフレット

（強化） 高齢者向けパンフレットやシールを作成し、窓口や出前講座で配布。また、若年者には「くらしの豆知識」を配布し啓発を図る。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1,320          千円

相談員総数 1      

20年度差 1,943          

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,031          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 646             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 1,711          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,677            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,368          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,079            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,088            

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 ○ 国民生活センター研修参加への旅費支援

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

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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）

センターの住民への周知に係る費用として広告料
センター相談用暖房整備
参考図書の購入

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）
Ｈ21.3月に開設した消費生活センターの周知
消費生活センター整備

289              289                  

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）

平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 福岡県 市町村名 朝倉市 自治体コード 402281

合計 - 1,178            1,178                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者行政一元化に対応した相談分野の強化 452              452                  
臨時相談会・啓発事業（出前講座等）における勤務報酬
研修参加時報酬

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝金、消費者教育・啓発に必要な教材の作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の充実、消費者教育の充実 336              336                  

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） 相談員のレベルアップのための研修参加支援 101              101                  研修参加旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（強化） 県等が開催する研修に相談員が参加できるよう旅費を支援する

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） 消費生活センターパンフレットを作成し、各公民館・コミュニティ施設等の施設に配布し周知を図った。

（強化）
消費生活センターの内容を各戸に配布している電話帳の表紙に掲載し周知を図る。センターパンフレットを作成し、周知を図る。
センター相談時暖房整備

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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）

●出前講座Ⅱ・・・テーマ：「対象者により内容を決定する」。対象者：地域の指導者的立場の人（民生委員・ケアマネージャー、ＰＴＡ
等）。講師：福岡県消費生活センター相談員等。回数約５回。目的：　地域指導者（民生委員等）的立場の人が、悪質商法等の事例や
対処法の知識を得ることにより１人暮らしの高齢者や若年者等への教育・指導・助言することができ、被害防止を図る。また、出前講座
Ⅰでは、夜間の講座は開催していないため、夜間にしか出前講座を開催できない人へ対応する。
●出前講座Ⅰの時に、配布する朝倉市独自の冊子を作成する。また、電話器や電話の周辺、玄関等にステッカーを貼ることにより、振
り込め詐欺や電話勧誘、訪問販売による被害の未然防止を図る。
●訪問販売、振り込め詐欺による被害防止ステッカーの作成し、各公民館・コミュニティ施設に配布する。（1,000部）

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 活相談員等 ｯ 事業（研修参加支援）
（強化） 県等が開催する研修に相談員が参加できるよう旅費を支援する。



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）
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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） ●週5日の開設日を相談員2名で対応。（1名／日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（強化）
●出前相談・・・通常の相談以外の場所で年間12日開催。
●出前講座・・・相談員の業務として年間10回
●相談員研修参加・・・相談員が業務として研修に参加　延べ年間２１回

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円3       452                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       220                

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

円



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-494           千円20年度差 -152           千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 452              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,339          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,178          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 3,833          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,517            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 879             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,712            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,491            

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 ○ 研修に参加する為の旅費を支給する。

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 ○ 出前相談・出前講座における報酬額の増

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員総数 3      消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談機能強化のための機器や参考資料の購入 1,402            1,402                
事務用機器や執務参考資料等の購入費、
消費生活センターホームページの構築

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402303 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 糸島市 自治体コード

-合計 - 7,455            7,041                

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）

消費生活相談員（嘱託員）の報酬、社会保険料
消費生活相談員（非常勤）の報酬、費用弁償等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
増加する消費生活相談に対応し、被害を未然に防ぐべく
市民への周知・啓発活動を行うため、現在の嘱託員を１
名増加し、２名にする。

5,704            5,290                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害を未然に防ぐための周知・啓発活動を行う 84                84                    啓発講座用の消耗品購入、講座開催時の講師謝礼

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）

消費生活相談員の旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 265              265                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（ 存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修会等について、旅費を支給。

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

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） 消費生活センターを新たに設置し、消費生活相談に役立つ専門書や参考文献を購入することで、相談機能の強化を図る。

（強化）
相談用の机や専門書を購入する事で、相談機能の強化を図るとともに、消費生活センター独自のホームページを構築し、より一層の
周知を図る。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週に１回、消費生活相談員を配置した相談窓口を開設。

（強化） 増加する市民からの相談対応のため、専門知識をもつ嘱託相談員を増員し、週５日安定して対応できる相談体制を構築。

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） 被害を未然に防ぐため、市民向けの啓発講座を年３回程度実施し、消費者意識の向上を図る。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円17     5,290             

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

17     1,952             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-7              千円

相談員総数 17    

20年度差 3                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 16    人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 5,290          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 483             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,041          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 490             千円

平成23年度の消費者行政予算 7,524          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,099          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,589          千円

平成20年度の消費者行政予算 480             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催や、国セン主催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 17    うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 16    

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403059 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 那珂川町 自治体コード

-合計 - 457              457                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
回覧及び主要施設に啓発用資料を配布する。
また、高齢者を対象とした出前講座の資料として活用す
る。

457              457                  啓発チラシ印刷、啓発冊子印刷製本

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費者トラブルや多重債務問題に関する啓発用パンフレットを印刷製本し、回覧および主要施設に配布し消費者被害の未然防止に
努める。また、高齢者向けの啓発用パンフレットも併せて購入し、高齢者対象の出前講座で資料として活用し悪質商法などによる被害
を未然に防止する。

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）

（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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

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

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

（勤務時間、日数等 拡大）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 457             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成23年度の消費者行政予算 477              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 20                千円

平成20年度の消費者行政予算 20                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 図書の購入 9                  9                     参考資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403444 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 須恵町 自治体コード

-合計 - 186              186                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報等での啓発 174              174                  啓発資料作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会への参加 3                  3                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県が実施するレベルアップ研修に相談担当職員が参加する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 図書の整備が不十分で、職員の経験も不十分である。

（強化） 相談窓口を強化するため、執務参考図書を整備する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害の未然防止のため、啓発ステッカーを作成し、役場窓口、町内医療機関窓口等で配布する。広報にパンフレットを折込、全戸配布する。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 186             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

平成23年度の消費者行政予算 206              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 136             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 156              千円

平成20年度の消費者行政予算 20                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403458 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 新宮町 自治体コード

-合計 - 600              600                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための研修会実施及び啓発 595              595                  講師謝金、啓発物品作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 実務的研修への参加支援 5                  5                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 担当者の相談対応力向上のため、県内（市内）での研修に担当職員1名を10日間程度参加できるよう旅費を支援する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 婦人会（1回）・行政区（2回）を対象に消費者学級を開催。

（強化）

・県消費生活センターの相談員を講師として招き、行政区や民生委員、福祉委員、その他団体等を対象に、各団体が参加者に応じて
　希望する内容（テーマ）で消費者学級を開催する。
・消費者問題等に関する情報を住民に提供するために、啓発物品や資料を作成し、消費者学級やまつり新宮時に配布し、啓発活動
を
　行う。
・県消費生活センターや国民生活センターから提供される情報や資料を住民に対して広く知らせるために、情報提供スペースを確保
し

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-70             千円

相談員総数 -      

20年度差 -70             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 27              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             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 97              千円

平成23年度の消費者行政予算 627              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 664             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 761              千円

平成20年度の消費者行政予算 97                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者行政に関する執務参考資料の購入 9                  8                     消費者六法等執務参考書席の購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403814 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 芦屋町 自治体コード

-合計 - 342              339                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者啓発グッズの配布、消費啓発講座の実施費用 312              311                  
消費者啓発グッズ等の購入費、消費啓発講座の講師謝礼、
啓発パンフレットラックの設置等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センター等が主催する相談員研修への職員の参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の消費者行政に係る研修会への参加 21                20                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当職員の消費者行政に係る能力の向上。

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） 消費者行政担当職員の事務能力向上のため、相談業務に必要な参考書籍を購入した。

（強化） 法令等の改正に対応するため執務参考書籍の整備を行う。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 国民生活センターが発行する消費者啓発チラシを年２回町広報誌に折込み全戸配布する。また、町で消費者啓発チラシを作成し、月１回自治会を通して回覧する。

（強化）
町で消費者啓発チラシを作成し、自治会を通して回覧するほか、消費者啓発グッズを購入し配布する。また、消費啓発講座を町の公
民館にて実施する。パンフレットラックを設置し、恒常的に消費啓発活動を行う

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 23              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 339             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 23              千円

平成23年度の消費者行政予算 362              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 182             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 205              千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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）

機材・事務用機器の設置

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） 相談窓口の開設のための環境整備 108              107                  

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

403822 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 水巻町 自治体コード

-合計 - 1,039            1,036                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発パンフレットを購入し全世帯に配布する 922              921                  広報資料作成費、手数料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談に対応する職員の研修支援を行う 9                  8                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 各種消費生活相談研修への参加旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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） 相談窓口の環境整備ができていない

（強化） 執務参考図書の購入（消費者六法等）、シュレッダー1台、啓発チラシ等整理棚2台整備

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）

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） 消費生活啓発パンフレットの作成・全戸配布手数料

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-10             千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,036          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 30              千円

平成23年度の消費者行政予算 1,056            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 30                千円

平成20年度の消費者行政予算 20                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 執務参考資料購入 6                  6                     執務参考資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

404471 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 筑前町 自治体コード

-合計 - 1,457            1,457                

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）

相談員（（非常勤職員報酬/1名）8,250円×146円）

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 消費生活相談員の配置 1,205            1,205                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報チラシ、啓発グッズ、講師謝金 222              222                  広報資料購入費、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修旅費、研修負担金

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） 研修参加費 24                24                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談室（相談窓口）の開設

（強化） 執務参考資料を購入し、相談業務の充実を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 相談員報酬（消費生活相談員の任用（非常勤職員：1名/週3日））

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） 老人クラブ・行政区を対象とした出前講座において、消費生活相談に関する普及・啓発（啓発グッズ・チラシ等の配布）を行う。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,205             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,022             



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

43              千円

相談員総数 1      

20年度差 63              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,205            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 63              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,457          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成23年度の消費者行政予算 1,520            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,303          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,323            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 計画的に参加を予定する。

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 報酬額アップ（日額／6,500円⇒8,250円）

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 参考図書購入 35                35                    参考資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

405442 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 広川町 自治体コード

-合計 - 894              894                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報掲載、啓発パンフレット 600              600                  印刷製本費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、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） 担当職員の研修参加 259              259                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

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

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） 相談に対応するための参考書籍が十分整備できていない。

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップを図る為、参考図書を購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
出合い系サイト、迷惑メール及び架空請求による被害抑制、特定商取引法改正、割賦販売法改正の啓発資料を作成し、全世帯、学
生（学校を通じて中学生徒）に配布する。
高齢者の悪質商法被害を防止するための啓発資料作成。 (行政区の高齢者健康教室で啓発に使用)

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）

化



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 894             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

平成23年度の消費者行政予算 914              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 594             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 614              千円

平成20年度の消費者行政予算 20                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口に常備するため書籍を購入する。 6                  6                     書籍『消費者六法』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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406023 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 添田町 自治体コード

-合計 - 1,257            1,257                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,234            1,234                配布用啓発グッズ・チラシの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

職員普通旅費

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） 消費生活相談に従事する者の県主催研修に参加。 17                17                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催の研修に消費生活相談に従事する職員の旅費を支給する。

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） 窓口に常備する書籍を購入

（強化） 消費生活相談に対応するため常備の参考書購入。(消費者六法)

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）

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） イベント時に啓発グッズ（ラップ・トイレットペーパー・ハンドタオル）やチラシを配布し、注意を呼びかける。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,257          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

平成23年度の消費者行政予算 1,257            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,000            千円

平成20年度の消費者行政予算

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 相談窓口業務の充実 158              158                  参考資料購入、タブレットＰＣ端末、パンフレットスタンド購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406058 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 川崎町 自治体コード

-合計 - 1,549            1,549                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談窓口業務の機能強化 116              116                  消費者問題法律相談会（５回）の講師料及び旅費費用弁償。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,270            1,270                パンフレットの作成、講演会開催に係る講師料及び旅費費用弁償。

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費（２名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援（２名） 5                  5                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 筑豊地区及び、県主催の研修会に随時参加。

（強化） 相談員（担当職員２名）に県主催の研修会に各１回参加できるよう旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成２１年９月消費生活相談窓口を本課に併設。

（強化） 消費者問題関係書類及びタブレットＰＣ端末購入により、窓口、出張相談を充実。パンフレットスタンド購入で啓発物の整理。

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）

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） 町内小学校（１回）及び女性教室（１回）を対象に講演会を開催。啓発パンフレット１回発行（全戸配布）。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 前年度に引き続き、消費者問題法律相談会の開催（５回）。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

44              千円

相談員総数 -      

20年度差 14              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 64              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,549          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

平成23年度の消費者行政予算 1,613            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,243          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,263            千円

平成20年度の消費者行政予算 50                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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）

参考図書等の購入、相談窓口の表示

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の開設のための環境整備 25                25                    

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406091 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 赤村 自治体コード

-合計 - 25                25                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） 相談窓口の環境整備ができていない

（強化） 窓口表示用プレート（三角すい）１台、パンフレットラック１台、相談業務に使用する執務参考用図書１冊

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 25              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

平成23年度の消費者行政予算 25                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

人 平成23年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談に係る参考文献の追録を実施 6                  6                     参考文献の追録

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406465 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 上毛町 自治体コード

-合計 - 75                75                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 自治会長や民生委員等を対象とした研修会を開催 69                69                    講師謝金、講師旅費

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧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） なし

（強化） 消費生活相談に係る参考文献の追録を実施

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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） 自治会長や民生員等が、消費生活相談に関する基礎的な知識を習得することで、高齢者等の見守り体制の強化を図る

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

-15             千円

相談員総数 -      

20年度差 -15             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 75              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

平成23年度の消費者行政予算 80                千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 90              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 110              千円

平成20年度の消費者行政予算 20                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 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）

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） 相談業務に必要な、関係法令等書籍の購入 70                28                    執務参考資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406473 平成 23 年度都道府県名 福岡県 市町村名 築上町 自治体コード

-合計 - 2,311            2,198                

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

2,070            2,070                啓発番組制作放映費、弁護士謝金

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、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）
消費生活担当職員の研修会・講習会参加旅費並びに参
加費の支援を行う。

171              100                  



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活担当職員の研修会・講習会参加旅費並びに参加費の支援を行う。

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） 相談業務に必要な、関係法令等書籍の購入

（強化） 相談業務に必要な、関係法令等書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

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

⑱消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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

106             千円

相談員総数 -      

20年度差 98              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 133             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,198          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 27              千円

平成23年度の消費者行政予算 2,331            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,057          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,084            千円

平成20年度の消費者行政予算 35                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人


