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平成 年度23

佐賀県 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

8,090                          

都道府県予算

12,437                        

消費者行政予算総額

55,771                                                            

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 20,349                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 3,282                          

134                            

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

14,600                        

-                                -                                

1,630                          

20,349                        

平成 23 年度 佐賀県

事業名

事業計画【総括表】

合計

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

133                            

1,265                          1,582                          

-                                

-                                

1,122                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

-                                

-

②年間研修総日数

46,859                        32,259                        

130,736                                                          

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 46,859                                                            

74,965                                                            

-                                

③参加自治体

500          

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、佐賀県

管内全体の研修参加

36%

③実地研修受入自治体

10            

4,347                          

都道府県

600                            600                            

317                            

（３）消費生活相談員養成事業

133                            

-                                

2,860                          3,982                          

4,360                          

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

4,360                          

-                                

-                                -

-                                

1,652                          

①参加者総数

②年間研修総日数

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 134                            

36                              



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

32,259              

20,349               

32,384        

消費生活サポーター養成事業・法執行強化・市町訪問
指導旅費

出前講座の実施、啓発グッズ・啓発資料作成⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

消費者被害救済委員会開催経費

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

1,428          

講師謝金、費用弁償、資料作成費等4,347                 4,347          

2,932          消費生活相談員養成研修開催（委託）

消費生活相談員養成研修参加支援

事業名 事業の概要

窓口機能強化のため機器の整備

301             

⑦消費生活相談窓口高度化事業

県消費生活センターの時間延長、土日配置体制強化、
嘱託職員の雇用（事業者指導、データ処理、消費生活
適正化推進）スーパーアドバイザー配置

20,415        

講師謝金、費用弁償、サポーター活動費、ボランティア
保険、嘱託、スーパーアドバイザー旅費

委員報酬、費用弁償

嘱託報酬、社会保険料、相談業務委託経費

対象経費

講師謝金、費用弁償、会場使用料、資料代等

相談員、行政職員、嘱託職員旅費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

880                   

講師謝金、費用弁償、会場使用料、資料代等242                   

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

県消費生活センター相談員・職員・嘱託職員の研修参
加支援

消費生活相談員のレベルアップを図るための研修会開
催

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

317                   

2,932                 

1,630                 

134             

1,630          

134                   

317             

880             

研修生の旅費、日当1,428                 

機器購入費

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）県センター相談時間9時から16時。　土日の配置体制２名。

相談時間を１時間延長。土日は３名体制へ強化。事業者指導、データ処理、消費生活適正化担当の嘱託雇用。ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ配置｡

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（強化）

上記研修会のうち２回は、中央の消費者問題に造詣の深い弁護士等の講演を組み入れ、県内の相談員等のレベルアップを図る。

住民と相談窓口をつなぐ地域サポーターの養成　嘱託職員を雇用し法執行機能を強化する事業に係る旅費　スーパーアドバイザー
による市町訪問指導

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

消費生活相談員養成研修受講者に対する研修参加支援

（強化）

（既存）

（強化）

従来からの開催経費に委員会１回、部会2回の開催経費を上乗せし、消費者被害の防止の強化を図る。

事業名

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

消費者被害救済委員会開催経費（既存）

なし

消費生活相談の専門家による出前講座を追加（年２０回程度）、啓発資料等作成

国民生活センター主催の研修等に相談員を派遣し、レベルアップを図る。特商法等の研修に事業者指導担当者を派遣する。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

県消費生活センターに配置する相談員の研修参加を支援（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

なし

管内の相談員等を対象に、年に４回研修会を開催

（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

なし

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）出前講座実施（職員対応）

県センターに電話録音装置、ICレコーダー、デジタルカメラを整備

⑤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）

消費生活相談員を養成するため、法人に委託し、養成研修を開催する。

（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。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）

年間実地研修受入総日数 30    

12,865            

年間研修総日数 人日

17      

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）

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人人 2      

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

17      20,349            

参加者数



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 佐賀市、伊万里市、吉野ヶ里町 2,817          

14,600        合計 19,336        

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

1,652          

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）

8,622          

⑨消費生活相談窓口高度化事業

8,090          消費生活講座、講演会の開催、啓発パンフレット等の作成

600             消費生活相談への弁護士の活用

133             

4,034          2,860          

139             

消費生活相談員の研修参加旅費

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

テレビ電話を使った遠隔対面相談、消費生活センター周知1,265          

事務用機器、参考図書購入等

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）

佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武
雄市、鹿島町、神埼市、みやき町、江北町

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）

⑭商品テスト強化事業

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
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武
雄市、鹿島町、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里
町、基山町、みやき町、大町町、白石町、太良町

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

佐賀市 2,337          

佐賀市、唐津市、鳥栖市 1,387          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 神埼市、基山町、みやき町、江北町



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。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）

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 人

120   人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 8      

法人募集型

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



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

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）取崩し額

うち基金（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 -                    

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

46,859            

千円

54,286             

千円

56,009            

千円

千円

千円

79,249            千円 83,877            

千円-                    

4,628              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

58%

-

-

-9,150            千円

-3,069            

3,010               

-4,522            -

千円 -

千円

-                    

千円

-

63,303             千円 55,771             

千円 74,965             

36%

千円

19%

千円千円 60,365             -

千円

千円

6,079              

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

-1,451            千円

千円

38,340             

千円

71,955             

千円

-6,081            千円 32,259             千円

前年度差

-7,532             

平成22年度 平成23年度

130,736           135,258           

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

13,935            

交付金相当分 46,859            

千円

32,259            

14,600            

うち基金（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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

14,600             17,669             

23,512             24,963             

①都道府県の消費者行政予算



２－２．消費者行政予算について②

※ 基金の取崩し割合が５０％を下回って

いるため、記入不要。

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

35.84246114

千円

千円

％

％

％19.47575535

57.84188915

-                     

83,877             

23,512             

60,365             

-                     

-                     

-                     

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県 人



２－３．消費者行政予算について③

※ 活性化計画を２４年度まで延長(予定）のため、記載不要。

23,512             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

130,736           

46,859             

130,736           

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円83,877             

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

74,965             

14,600             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

55,771             

平成20年度 平成23年度

千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円

千円

55,771             

32,259             

千円

千円

83,877             

60,365             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

23,512             

74,965             

60,365             千円

千円

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

人

4        人

13,935                              千円

12,076                              

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

139                                  千円

千円

4        相談員総数

相談員数

相談員数

平成23年度末予定

4        平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

消費生活相談員の研修参加旅費を支給

消費生活相談員の執務室を整備(スペースの拡充、スクリーンの設置等）

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 67,495                              

162,300                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

53                                    千円

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 20,775                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 50,400                              

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

25,958                              

千円

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成22年度末うち委託等の相談員

千円

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

4        

平成22年度末

46,859                              千円

３．基金の管理


