
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者問題夜間弁護士相談会 880               240                  

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

謝金

合計 - 6,261            2,206                -

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 消費者啓発講座 452               70                    

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

謝金、消耗品

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による高度な相談への対応 2,337            600                  

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）

相談役委託料

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・職員研修会への参加支援 1,840            666                  研修旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知広告 752               630                  

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）

タウン情報誌への広告

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

自治体コード 412015 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 佐賀市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

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）

（強化）

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） 消費者啓発のためのチラシ等の購入

（強化） 消費者啓発講座（年４回）、消耗品の購入

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員・職員の研修会への参加支援（年５回）

（強化） 相談員・職員の研修会への参加支援（年１３回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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

（強化） 弁護士による高度な相談への対応（月４回）

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） なし

（強化） 消費生活センター周知広告

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 人時間／年

人

人 千円

追加的総業務量（総時間）

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）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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） 消費者問題夜間弁護士相談会



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

4      人 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 人

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

4      

人

平成23年度末予定 相談員数 人

4,152           -747            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 4      人 平成23年度末予定 相談員総数 4      

20年度差

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,470         千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

平成22年度の消費者行政予算

18,676          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,206           千円

12,318         

平成22年度末 相談員数

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）対象外経費

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

千円

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

千円

16,423          千円

人

千円

4,105           千円

平成20年度の消費者行政予算 17,217          



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 佐賀県 市町村名 唐津市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 412023 平成 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）

フレッツフォン20,000円×１０台（本庁、８支所各1台）設置工事費等

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） テレビ電話を使った遠隔対面相談 541               541                  

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） 国民生活センター開催の研修会への参加支援 189               189                  旅費・受講料相当額189,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

印刷代他359,000円、講師謝礼金12,000円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座等開催用経費・啓発用チラシ等作成 371               371                  

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

⑱消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 - 1,101            1,101                -

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） 合併後、8支所地区の人は電話での相談が主であった

（強化） 本庁及び各支所にテレビ電話設置し対面して相談ができる。

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） なし

（強化） 国民生活センター研修の参加支援を行い相談員のレベルの向上させ、複雑高度化する相談に的確な対応ができる（参加支援2名）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 相談員による出前講座を開催し作成した啓発チラシ等を配布

（強化） 特に教育啓発が必要な世代を選択し効果的な啓発を行う

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 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）

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 1      人

年間研修総日数 15    人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 12,950          千円

15,017          千円

877             千円

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）対象外経費 14,140        千円

平成23年度の消費者行政予算

人

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

15,279          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,101          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 14,178        千円 20年度差 1,228          千円 前年度差 38              千円

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 相談員総数 3      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

3      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 3      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,025            1,025               -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活メイト事業 209              209                  講師謝金、ボランティア保険、講座教材費

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター主催等の研修参加 722              722                  担当職員及び相談員の国民生活センター主催研修参加費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知に係る物品購入費 94                94                   啓発パンフレット作成費及び消費生活相談等書籍代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 鳥栖市 自治体コード 41203 平成 23



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活メイトの養成

（強化） 消費生活メイトの養成講座の実施および啓発事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員及び行政担当者の研修参加

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 消費生活センターの周知に関すること

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 73              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,225          千円 20年度差 3,528          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 千円

平成23年度の消費者行政予算 6,250            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,025          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 5,152          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,215          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,367            千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 1,697            

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）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 2      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 相談員数 2      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 平成23年度末予定 相談員数 人

2      人

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

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



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 佐賀県 市町村名 多久市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 412040 平成 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員（1名）と担当職員（2名）の研修参加支援 466               466                   旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

啓発パンフレット・啓発クリアファイル・色紙等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者・若年層に対する啓発と消費者教育 374               374                   

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

⑱消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 - 840               840                   -

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

（強化） 相談員はより高度な、担当職員はより専門的な知識を身につけるための研修に参加できるよう旅費を支援。

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） 市報や行政放送による啓発のみ。

（強化） 市内各町の老人クラブ定例会や小中学校を巡回し、啓発・消費者教育を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 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）

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 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 714               千円

2,354             千円

1,097          千円

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）対象外経費 1,257          千円

平成23年度の消費者行政予算

1      人

-                  千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,267          

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,107             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 840             千円

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

千円 20年度差 553             千円 前年度差 10               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      人

平成23年度末予定 相談員数 1      人

平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他

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

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 佐賀県 市町村名 伊万里市 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 412058 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修会参加 181               181                   相談員・行政職員の研修会参加費・負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

成人者へ啓発冊子・地域へ消費トラブル防止啓発回覧板配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者トラブル被害防止のための啓発 900               900                   

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

⑱消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）

ファイナンシャルプランナーの相談日開設

合計 - 2,241            2,241                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 生活再建のためのファイナンシャルプランナーによる相談 1,160            1,160                



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） なし

（強化） 消費生活相談員・行政職員の研修会への参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 成人者へ啓発冊子・地域へ消費トラブル防止啓発回覧板配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 各種相談の専門的相談窓口設置(弁護士・司法書士・公証人等)

（強化） 生活再建のためのファイナンシャルブランナーの相談日を開設

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 2,088            千円

6,234            千円

3,277          千円

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）対象外経費 2,957          千円

平成23年度の消費者行政予算

人

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

5,157            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,241          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,916          千円 20年度差 828             千円 前年度差 -41             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

1      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

④その他 なし

②研修参加支援 研修会参加

③就労環境の向上 相談室の確保



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 佐賀県 市町村名 武雄市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 412066 平成 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の資質向上のための研修参加支援 150               150                   旅費など

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

出前講座講師謝金、啓発用物品（チラシ）など

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 379               250                   

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

⑱消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 - 529               400                   -

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） 国民生活センター等の研修には、相談員が自費により参加

（強化） 国民生活センター等の研修に積極的に相談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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法等被害を防止するため出前講座（平日のみ）等を実施

（強化） 出前講座の充実(土、日、祝、夜間も可）、啓発物品の作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 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）

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 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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）

- -

対象人員数
（報酬引上げ）

-

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 2,246            千円

6,830            千円

400             千円

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）対象外経費 6,430          千円

平成23年度の消費者行政予算

-      人

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

7,132            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,732          千円 20年度差 4,486          千円 前年度差 302             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      人

平成23年度末予定 相談員数 -      人

人人 平成23年度末予定 相談員数

-      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

2      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上



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 佐賀県 市町村名 鹿島市 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 412074 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員が研修に参加するための旅費 131               131                   相談員研修参加旅費(相模原1回、鹿児島1回、福岡2回)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット等の作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成 2,000            2,000                

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

⑱消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 - 2,131            2,131                -

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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）

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

（強化） 相談員が研修に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 教育・啓発に使用するパンフレット等の作成。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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 1      人

年間研修総日数 15    人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1      

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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

人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成23年度末予定 相談員総数 1      

938             千円2,756          千円 20年度差 1,897          千円 前年度差

4,887            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,131          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

平成20年度の消費者行政予算 859               千円

3,364            千円

1,546          千円

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

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）対象外経費 1,818          千円

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等



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 佐賀県 市町村名 小城市 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 412082 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者の育成、被害の防止のための冊子を作成する。 100              100                  

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

⑱消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 - 100              100                  -

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座等で配布するパンフレットは、県や国民生活センターのものをつかっている。

（強化） 出前講座等で判りやすく活用しやすい消費生活相談についての冊子を購入し、市民へ配布する。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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）

対象人員数計 追加的総費用

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 2,027            千円

2,255            千円

100             千円

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）対象外経費 2,155          千円

平成23年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,255            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,155          千円 20年度差 128             千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 佐賀県 市町村名 嬉野市 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 412091 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

若年者用啓発パンフ150円×3000部＝450000、金融関係パンフ100円×10000部＝1000000
円、講師謝金120000円、チラシ作成経費230000円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活にかかる啓発強化（講座開催、啓発チラシ・パンフ等） 1,800            1,790                

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

⑱消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 - 1,800            1,790                -

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発講座開催（担当者等が老人会、婦人会等へ出向いて開催）、消費生活に係る最新情報、重要情報等を印刷し全戸回覧

（強化） 老人会、婦人会等への専門講師を派遣しての啓発講座開催、消費者啓発用冊子（若年者用…中高生及び若年者・金融関係…全戸）の配布、消費者啓発強化に係るチラシの全戸回覧等

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 535               千円

3,074            千円

1,790          千円

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）対象外経費 1,284          千円

平成23年度の消費者行政予算

人

-                  千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,284          

うち基金（交付金相当分）対象経費

3,074            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,790          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 20年度差 749             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 特になし

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他 特になし

②研修参加支援 特になし

③就労環境の向上 特になし



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 690               690                  -

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

回覧板購入費（５２０千円）、講師謝金（２０千円）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活啓発用回覧板を作成し、被害・多重債務未然防止講演会を開催する。 540               540                  

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加を支援し、相談員のﾚﾍﾞﾙ向上を図る。 120               120                  研修旅費（１２０千円）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

執務参考資料購入費（３０千円）

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） 消費生活相談関係の執務参考資料を購入し、相談対応の向上を図る。 30                30                    

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 412104 平成 23都道府県名 佐賀県 市町村名 神埼市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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） 消費生活啓発用回覧板を購入し、また消費者被害・多重債務未然防止講演会を開催して、消費者問題知識の啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化） 消費生活相談員の研修参加を支援し、相談員のﾚﾍﾞﾙ向上を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 最新の執務参考図書を購入し、複雑多岐な消費生活相談対応の向上に役立てる。

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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）

対象人員数計 追加的総費用

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

（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

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,109          

平成22年度の消費者行政予算

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

千円

1,333            千円

340             千円

平成20年度の消費者行政予算 584               

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 993             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,799            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 690             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 20年度差 525             千円 前年度差 116             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

うち定数外の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修参加を支援し、相談員のﾚﾍﾞﾙ向上を図る。

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）

司法書士謝金５２５０円×2H×２回/月×１２月＝２５２０００円

合計 - 837               302                  -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士による無料相談の開催 777               252                  

⑱消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

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成３９５００円・講師謝金５２５０円×２回＝１０５００円

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 60                50                    

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 413275 平成 23都道府県名 佐賀県 市町村名 吉野ヶ里町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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） 高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレッとを作成・説明会を開催（２回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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）

対象人員数計 追加的総費用

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

（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

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） 司法書士による無料相談を開催する

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 535             

平成22年度の消費者行政予算

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

937               千円

392             千円

平成20年度の消費者行政予算 525               

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 545             千円

平成23年度の消費者行政予算 837               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 302             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 20年度差 10              千円 前年度差 -10             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

うち定数外の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 佐賀県 市町村名 基山町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 413411 平成 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）

ステレオICレコーダー一式、書籍

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 機材・事務用機器、参考書籍の購入 53                53                    

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット・チラシ購入費、レーザーポインター

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発強化事業 78                78                    

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

⑱消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 - 131               131                  -

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） 消費生活相談を月２回会議室において開催

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発パンフレット、チラシ、またレーザーポインターを購入し、講座実施の際に活用するなどして消費者教育・啓発の強化を図る。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 161               千円

587               千円

51              千円

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）対象外経費 536             千円

平成23年度の消費者行政予算

人

-                  千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

677               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 131             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 546             千円 20年度差 385             千円 前年度差 10              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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 佐賀県 市町村名 上峰町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 413453 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元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

⑱消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 - -                  -                     -

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 126               千円

126               千円

千円

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）対象外経費 126             千円

平成23年度の消費者行政予算

人

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

252               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象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 252             千円 20年度差 126             千円 前年度差 126             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 689               689                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者保護の啓発講座、周知広報、備品・消耗品購入 499               499                  講座講師謝金、ワイヤレスアンプ・マイク、パンフスタンド､カラートナー等

⑭商品テスト強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・職員の県外研修会への参加支援 170               170                  研修旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口強化のための体制の整備 20                20                    参考図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 みやき町 自治体コード 413461 平成 23



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者啓発講座（年3回）

（強化） 消費者啓発講座（年5回）、消費者啓発広報(チラシ作製・印刷用カラートナー）、備品の購入（ワイヤレスアンプ・マイク、パンフスタンド、）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談員・職員のスキルアップのための研修会への参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考図書の購入

（強化） 円滑な相談窓口業務を行うために参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員等のスキルアップのため研修会への参加支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 1      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 相談員数 1      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 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

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

前年度差 42              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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,029          千円 20年度差 514             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 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,718            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 689             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 987             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 60              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,047            千円

平成20年度の消費者行政予算 515               



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 佐賀県 市町村名 玄海町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 413879 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元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

⑱消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 - -                  -                     -

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 191               千円

281               千円

千円

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）対象外経費 281             千円

平成23年度の消費者行政予算

人

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

526               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象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 526             千円 20年度差 335             千円 前年度差 245             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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

人人 平成23年度末予定 相談員数

人 平成23年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

-                     

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

都道府県名 佐賀県 市町村名 有田町

- -                  

事業の概要

平成 23

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費

自治体コード 414018 年度

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（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）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

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）

（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）
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

実施形態

（既存）

人

人

（既存）

（強化）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計 追加的総費用

（強化）

人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

参加者数

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

1,404          

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

平成20年度の消費者行政予算

千円

508             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,404          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,404          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,404          千円 20年度差 896            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 1      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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

人

相談員数

④その他

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 佐賀県 市町村名 大町町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 414239 平成 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

パンフレット作成及び説明会開催経費

⑭商品テスト強化事業

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

101               100                  

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

⑱消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 - 101               100                  -

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

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

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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

人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成23年度末予定 相談員総数 1      

63              千円396             千円 20年度差 200             千円 前年度差

496               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度の消費者行政予算 196               千円

497               千円

164             千円

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

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）対象外経費 333             千円

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等



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 - 101               95                    -

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

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） 相談窓口の機能強化 36                30                    

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加によるレベルアップ 65                65                    旅費、研修費、教材費等

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

執務参考資料等の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

自治体コード 414247 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 佐賀県 市町村名 江北町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談内容の充実を図るため、消費者相談に関する研修に参加し、相談員のレベルアップを図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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） 執務参考資料の購入

（強化） 相談窓口の機能強化を図るために、さらなる執務参考資料の充実を図る。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総業務量（総時間）

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）

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）

（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）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1      

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 平成23年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 人

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

人

平成23年度末予定 相談員数 人

-10             169             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 1      

20年度差

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 384             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

平成22年度の消費者行政予算

479               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 95              千円

394             

平成22年度末 相談員数

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）対象外経費

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

千円

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

千円

524               千円

人

千円

130             千円

平成20年度の消費者行政予算 215               



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 佐賀県 市町村名 白石町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 414255 平成 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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

高校３年生・新成人・高齢者を対象とした啓発パンフレットの製
作。
消費生活相談啓発資料製作。

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 234               234                  

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

⑱消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 - 234               234                  -

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

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）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
町内の高校３年生及び保護者、新成人、高齢者に対して、それぞれの年代に応じた消費生活問題の啓発パンフレットを配布する。
消費生活相談日や被害事例の資料を作成し、配布することで啓発を促す。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

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

人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成23年度末予定 相談員総数 1      

13              千円517             千円 20年度差 265             千円 前年度差

751               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 234             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

平成20年度の消費者行政予算 252               千円

629               千円

125             千円

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

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）対象外経費 504             千円

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 525               525                  -

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

＠１５０×3500戸＝５２５，０００円

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、啓発用パンフレット作製 525               525                  

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 41441 平成 23都道府県名 佐賀県 市町村名 太良町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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） 　消費者被害を未然に防止するため、パンフレットを作成し町内全戸に配布し啓発を図る。

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）

⑧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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

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）

対象人員数計 追加的総費用

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

（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

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 684             

平成22年度の消費者行政予算

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

672               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 126               

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 672             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,209            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 525             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 20年度差 558             千円 前年度差 12              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 1      人

平成23年度末予定 相談員数 人

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

うち定数外の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


