
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

相談員の国民生活センター等開催研修への参加支援 旅費、研修参加費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

320                   研修の開催に必要な講師謝礼金、講師旅費、教材作成購入にかかる経費

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

32                     相談業務委託費

895                   

35,538               

34,162           啓発資料、コンテンツ作成・購入費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25401005自治体コード

弁護士、司法書士による夜間消費者トラブル法律無料相
談会の実施

都道府県名 福岡県 市町村名 北九州市

相談員研修開催 367               

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

-

129               129                   講習会の開催に必要な講師謝礼金、講師旅費

相談窓口案内シール等の全戸配布、消費者教育教材ＤＶ
Ｄ作成、街頭ビジョンによる啓発

35,810           -合計

訪問販売事業者講習会の開催

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

34,162               

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

年度

1,120             

32                 

事業経費事業の概要

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

年5回相談員の研修を実施。

（強化）

（強化） 外部講師を招聘し、年9回程度相談員研修（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

消費者教育に重点をおいた出前講座は未実施。

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名

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回の相談会、また夜間の相談会を実施
し、消費生活相談の更なる強化を図る。

（強化）

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。

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

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

消費者トラブルの未然防止のため、ハンドブックやシール等を作成し、市内全世帯に配布する。街頭大型ビジョンで消費者被害防止CMを
放映する等による啓発を実施する。HP上で遊べる消費者教育用かるたのWebを作成する。出前講座を強化･拡充し、消費者者教育の観
点から小・中学生やその保護者向けの出前講座を年間30回程度実施する。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

県外の事業者へも参加を呼びかけ、訪問販売に精通した弁護士等、著名な専門家による講習会を開催する。

市内在住の講師等による訪問販売事業者向けの講習会を実施。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

⑦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）⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

法人募集型

人

人日

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数

研修参加・受入要望

参加者数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型



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20年度の消費者行政予算

43,225         

うち定数内の相談員 相談員数

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○

前年度差121,439       千円 -10,567       千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

137,277          

175,231          平成2４年度の消費者行政予算

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

20年度差

35,538         

-15,838       

千円

千円

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）対象の賃料、人件費等 千円

千円

千円

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

人23    平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定23    

人 平成25年度末予定

人

千円

千円

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

22    相談員総数 人

156,977          

うち基金（交付金相当分）対象経費

132,006       

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

22    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24年度末

平成24年度末

消費生活相談員の配置 平成24年度末

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 10,917           10,798               -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

講座利用者の保育の充実，
消費者教育推進等に係る費用

5,742             5,742                 
保育充実用品        100                                                   消
費者教育推進のための基礎調査他推進等に係る費用  5,642

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者グループ活動の支援 180               180                   消費者グループ活動の支援　　180

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修参加 449               330                   旅費，受講料　　　 330

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者安全分野専門員経費 3,796             3,796                 報酬，共済費　　3，796

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
来館者への啓発，来所相談者への対応，
インターネットセキュリティーアップ

750               750                   
テレビモニター，インターホン等 250
インターネットセキュリティー　　　500

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 平成 25 年度市町村名 福岡市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化） 消費者グループ活動の支援を行い，消費者団体の育成及び消費者力向上を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員による相談を実施。

（強化） 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，消費者安全分野専門員を配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） ちらし，ＨＰ等による消費者教育・啓発・講座等を実施。

（強化） 講座利用者の保育の充実を図り，また消費者教育推進に係る基礎調査や啓発等に努める。

⑥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）

⑦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） 消費生活相談員2名研修参加を支援。

（強化） 消費生活相談員4名及び職員の研修参加を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 来館者へはパンフレット・ポスターにて啓発。来所相談者が入室時，気が付いた人が案内。

（強化） 来館者の一部へ映像による啓発の導入。来所相談者対応のためインターホン等設置。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

3,796                      

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



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 ○ 国民生活センター等が開催する研修等へ参加する費用を支援.

③就労環境の向上

相談員数 10    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24年度末 相談員数 11    人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

10    人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -443            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 11    人 平成25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 86,434         千円 20年度差 -5,089         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 3,796             千円

平成2５年度の消費者行政予算 97,232           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,798         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 86,877         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 42,730         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 129,607          千円

平成20年度の消費者行政予算 91,523           



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,436             2,436                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用品作成、消費者講座
庁内多重債務対策連絡会議研修会

960               1,130                 
啓発用品購入、消費者講座（会場使用料、講師謝金、旅費）
庁内多重債務対策連絡会議研修会（講師謝金・旅費）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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、職員の知識習得のための研修参加旅費等の支援 761               587                   研修参加旅費、研修参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 ＰＩＯ－ＮＥＴ入力・決裁業務等に係る職員時間外手当 100               100                   職員時間外手当

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談業務用の参考図書の整備拡充 15                 19                     参考図書購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 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 600               600                   弁護士報酬

40053 平成 25 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 大牟田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） ＰＩＯ－ＮＥＴ決裁業務、出前講座等に係る職員時間外手当

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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） 街頭啓発や出前講座で配布する啓発用品の購入。庁内多重債務対策連絡会議研修会の講師旅費。

⑥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）

⑦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会参加旅費

（強化） 相談員、職員の国民生活センター等主催の研修会参加旅費等支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 消費生活相談員による相談のみ

（強化） 毎月2回弁護士からの指導･助言を受ける相談会を実施し、相談員が高度に専門的な相談への対応力を強化する

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談業務用の参考図書が十分に整備されていない

（強化） 参考図書購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

4       100                         

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       36                          

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



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 ○ 国民生活センター主催の研修会参加旅費等の支援

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 518             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 4,004           千円 20年度差 603             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）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,440             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,436           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 50                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,486           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,328           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,814             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,401             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,669             7,372                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 3,180             3,180                 
啓発用消耗品購入（成人式、街頭啓発、講座配布用）、啓発チ
ラシ作成＆全戸配布委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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・行政職員の研修参加旅費、参加費 1,329             1,032                 旅費（996千円）参加費（36千円）

⑧消費生活相談体制整備事業 市町村連携による広域的な消費生活相談等の対応 3,100             3,100                 相談員1名分の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談における個人情報の保護 60                 60                     消耗品（コードレス電話）購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402036 平成 25 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 久留米市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 周辺自治体の消費相談窓口が未整備による消費者問題解決力の不足。

（強化） 市町村連携による広域的な消費生活相談等の対応が可能。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者強調月間で街頭にて消費者啓発チラシを配布。

（強化） 消費者月間＆各地のイベント＆講座等でのチラシや啓発用消耗品の配布、全市民向けチラシの作成＆全戸配布。

⑥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）

⑦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） 毎年1名の相談員が国センの研修に参加

（強化） 相談員5名、行政職員3名が国セン等の研修に参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 来所者（相談者）と事業者との電話は相談員の固定電話を使用。

（強化） コードレス電話により相談ブース内での対応が可能。相談者への配慮が可能。



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．消費生活相談体制整備事業（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

3,100                      

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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

相談員数 -      人うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定

5      人

相談員数 5      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定

前年度差 177             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 6      人 平成25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 597             千円 20年度差 -2,855         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 3,100             千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,969             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,372           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 420             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,182           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,602             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,452             



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 - 4,126             2,100                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

相談員の報酬及び社会保険料の増加分

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発強化期間中に使用するパンフレットの作成・配布 1,135             1,135                 直鞍地域全戸配布パンフレット等の作成・購入費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活センター開設に伴う相談員雇用日数の増加 2,819             793                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 全国各地で開催される研修への参加支援 172               172                   主に国民生活センターで開催される研修の旅費・参加費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 直方市 自治体コード 402044



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を月１０日で開設している。

（強化） 月２０日で消費生活相談員を雇用し、消費生活センターを設置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 広報誌に掲載する形で、年数回消費者生活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数回実施。

（強化） 啓発パンフレットを作成し、直鞍全戸に配布を行う。

⑥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）

⑦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） 国民生活センター等が主催する研修に年数回参加し、相談員のレベル向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       793                         

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       930                         

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



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 ○ 主に国民生活センターが主催する研修への派遣

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 761             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 2,131           千円 20年度差 833             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 793               千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,231             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,100           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 1,370           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,052           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,422             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,298             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 9,158             6,353                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発出前講座の実施、啓発チラシ・冊子・資料・グッズ・ホ
ワイトボードシートの配布

2,254             2,254                 
講師謝金、チラシ購入費、冊子購入費、資料購入費、グッズ購
入費、ホワイトボードシート購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員養成研修の参加（1名、東京２泊３日） 94                 94                     旅費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員２名、事務員１名の配置 6,810             4,005                 報酬、手当、社会保険料（雇用主負担分）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

市町村名 飯塚市 自治体コード 402052 平成 25都道府県名 福岡県



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化）
２４年度をもって福岡県の消費生活センターのサブセンターが廃止された。消費生活センターについては２市１町での広域運営を行い、相
談員２名を配置し、相談体制の整備を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 啓発チラシの全戸配布及び自治会用回覧板の配布。啓発講座の随時開催。

（強化） 上記に加え、消費者にとって実用的な啓発物を配布し一層の注意喚起を行う。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 研修に参加し、相談員の相談技術、知識の向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

3       6,810                      

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       5,022                      

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



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 ○ 消費生活相談員養成研修の参加（１名、東京２泊３日）

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 3,187           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 3,277           千円 20年度差 3,187           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 4,005             千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,630             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,353           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 90               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,398           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,488             千円

平成20年度の消費者行政予算 90                 



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 - 2,183             2,183                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止のための講座開催・啓発カレン
ダーの全戸配布

2,079             2,079                 講師謝金、教材作成・購入費、啓発カレンダー購入費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦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 98                 98                     旅費・研修費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能強化 6                   6                       執務参考資料購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 田川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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・学校関係3回、悪質商法・サイト関係等）・啓発カレンダーの全戸配布（19,000世帯）

⑥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）

⑦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担当職員が参加できるよう旅費・研修費を支援（国セン１回・県内16回）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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



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．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -41             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 22               千円 20年度差 -124            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2５年度の消費者行政予算 2,205             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,183           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 63               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,580           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,643             千円

平成20年度の消費者行政予算 146               



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 - 5,828             3,587                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

相談員報酬（２名）、社会保険料（１名）、雇用保険料（２名）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育・啓発強化のために、消費生活関連の資料を
購入し、各庁舎（3か所）に配置したり、出前講座等で活用
する。

600               600                   啓発資料購入費 600千円

⑧消費生活相談体制整備事業

・広域連携による柳川・みやま消費生活センターを設置し
消費生活相談員を週７人日の体制で配置する。
・消費生活相談員（２名）の日額報酬を平成２４年度比で
１，３００円増加させる。

4,483             2,242                 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
・柳川・みやま消費生活センター消費生活相談員２名の消
費生活相談スキルアップ研修等への参加支援

315               315                   
国主催研修旅費（４回分） 、県等主催研修旅費（２２回分）、
研修受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
・柳川市及びみやま市の住民へ柳川・みやま消費生活セ
ンターについて周知する。
・消費生活相談員の相談能力強化を図る。

430               430                   執務参考書籍購入費 30千円、センター周知経費 400千円

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40207 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 柳川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 柳川市及びみやま市ともに消費生活相談員を未配置。

（強化）
平成２４年度から広域連携による柳川・みやま消費生活センターを設置し消費生活相談員（２名）を週７人日の体制で配置する。
平成２５年度から消費生活相談員（２名）の日額報酬を平成２４年度比で１，３００円増加させる。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者啓発リーフレット購入。

（強化）
上記に加え、消費者教育・啓発強化のために、消費生活関連の資料やパンフレットを購入し、各庁舎（3か所）に配置したり、消費生活相
談員が講師を務める出前講座等でその資料を活用することで消費者教育・啓発強化を図る。

⑥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）

⑦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） 消費生活相談員を雇用していないため受講なし。

（強化） 平成２４年度から消費生活相談員を２名雇用し、国民生活センターや県主催の消費生活相談スキルアップ研修等へ参加させる。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 柳川市及びみやま市消費生活センター未設置。各自治体の担当課窓口で対応していた。

（強化）
平成２４年度から柳川市とみやま市の広域連携により設置した柳川・みやま消費生活センターについてのチラシを作成し市民へ周知す
る。
消費生活相談員の相談能力等強化のため消費生活に関する執務参考書籍を購入する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

2       2,242                      

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）

2       2,673                      

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



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 ○
消費生活相談員が国主催研修へ４回、県等主催研修へ２２回参加するため
の支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 消費生活相談員２名の日額報酬を、平成２４年度比で１，３００円増加させる

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 105             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 2,461           千円 20年度差 2,201           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 2,242             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,048             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,587           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 2,356           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,198           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,554             千円

平成20年度の消費者行政予算 260               



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 - 7,314             5,003                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

相談員賃金

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 1,553             1,553                 消費者啓発用経費（チラシ・冊子等）等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設に伴う相談員設置 4,623             2,312                 

⑦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等への参加支援 185               185                   相談員等旅費・研修費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

弁護士等無料法律相談委託費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 専門家と連携することで、複雑化する相談に対応

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 既存の窓口をセンター化（週５日設置） 575               575                   執務参考資料等購入費、住民周知経費（チラシ等）

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

378               378                   

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 八女市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） センター化し、高度かつ多様化する相談に対応できるよう、専門的知識を持つ相談員を週５日設置。また、出張相談窓口を週１日程度開設。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし。

（強化） 悪質商法や多重債務などの啓発用品（区長会などで配布等）、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）など作成。

⑥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）

⑦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） 県内外等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。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし。

（強化） より高度で専門的な知識をもった弁護士の無料相談を毎月開催（年１２回）。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） ２１年度に相談窓口を開設し、参考書籍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） センター化することで、より高度な助言や啓発活動ができるよう相談日数を増やし、よりよい窓口対応が可能な環境の整備を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

3       2,312                      

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       3,340                      

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

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



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 ○ 事例検討会やレベルアップ研修会などへの参加を支援。

③就労環境の向上 ○ 嘱託職員化に伴い、保険などの諸手当を充実。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 嘱託職員化に伴い、月額報酬（賃金）へ変更。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -30             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 2,312           千円 20年度差 2,243           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 2,312             千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,315             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,003           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 2,342           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,680           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,022             千円

平成20年度の消費者行政予算 69                 



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 - 310               310                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

報酬引き上げ維持に係る経費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

高齢者の消費トラブル防止のための啓発資料作成 100               100                   啓発シール作成経費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員報酬改善維持 123               123                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加 87                 87                     旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402117 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 筑後市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年度報酬月額147,000円

（強化） 相談員の待遇改善を図る。　平成21年度報酬月額167,000円、平成22年度～報酬月額167,440円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 悪質な訪問販売等に対する啓発シールを作成し、高齢者の消費トラブルを未然に防ぐ。

⑥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）

⑦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） 消費者保護連絡会、事例検討会への参加

（強化） 国民生活センター研修やレベルアップ研修に参加して、相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       123                         

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）

1       

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



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

②研修参加支援 ○

④その他

国民生活センター研修、レベルアップ研修への参加

③就労環境の向上

相談員数人 平成25年度末予定 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24年度末 相談員数

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -240            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 2,525           千円 20年度差 187             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 123               千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,835             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 310             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 2,765           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,765             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,338             



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 大川市 自治体コード 402125 平成 25 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

相談窓口事業実施に伴う必要な体制整備 20                 20                     

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

参考書籍の購入等

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦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 80                 80                     消費生活相談員研修参加費、研修旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置等 992               496                   報酬等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発教材購入、出前講座講師謝金、弁護士相談委託料 1,400             1,400                 啓発教材購入、出前講座講師謝金、委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,492             1,996                 -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 窓口相談上必要な参考図書の整備が充分ではない

（強化） 執務参考書籍等の購入により相談窓口の機能充実を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 県の事例検討会やレベルアップ研修及び専門研修等に相談員及び行政職員が積極的に参加する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 毎週火・金曜日（祝日を除く）に開設する消費生活相談窓口の消費生活相談員の賃金等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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） 啓発教材の作成、出前講座の講師謝金、多重債務法律相談の実施等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

2       780                         

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       496                         



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20年度の消費者行政予算 269               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,715             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,976           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 739             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,693             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,996           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 697             千円 20年度差 428             千円 前年度差 -42             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      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24年度末

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修への参加で相談員の能力向上を図る

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 14,913           13,353               -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用カレンダー作成費用 336               336                   印刷費、手数料、委託費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県センター等研修　333,000円　　研修会参加負担金　30,000円 363               363                   旅費､研修費

⑧消費生活相談体制整備事業
報酬・各保険料　[相談員10,057,996円　補助員1,711,213円
センター長2,132,794円]－1,560,000円（平成20年度相談員報
酬）

13,903           12,343               報酬､時間外勤務手当、各保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

備品購入費及び工事請負費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

年度

事業名 事業の概要

都道府県名 福岡県 市町村名 行橋市 自治体コード 402133 平成 25

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
長机購入　142,800円　　ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ購入　39,690円
駐車場区画線設置工事　56,700円　　ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ取付工事　71,190
円

311               311                   

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員を常時3名（雇用4名）体制へ。　（週5日、午前9時から午後4時まで）

（強化） 啓発活動担当としてセンター長を新規雇用。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化） 啓発用カレンダーを作成し、広域地域への配布を実施する。

⑥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）

⑦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） 国民生活センター主催の研修会や福岡県が実施する事例検討会に参加するための旅費等を支援。

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 1市2町（行橋市、みやこ町、築上町）による広域化に伴い、庁舎外（行橋駅前）に行橋市広域消費生活センターを新設。

（強化） 備品購入費（長机・ホワイトボード）と工事請負費（駐車場区画線設置工事・ヘッドセット取付工事）



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．消費生活相談体制整備事業（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

6       12,343                    

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       7,400                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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



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

③就労環境の向上 ○ 行橋市広域消費生活センターの新設移転及び環境整備

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ センター長の新規雇用

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -79,082       千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 5,015           千円 20年度差 3,415           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 12,343           千円

平成2５年度の消費者行政予算 18,368           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,353         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 46                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 84,097         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 66,929         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 151,026          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,600             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,798             1,798                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発、消費者行政についての広報・周知 1,467             1,467                 キャンペーン資材、啓発ポスター材料費、啓発資材作製費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 151               151                   旅費、研修会議出席負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の普通障害保険付与、交通費支給 165               165                   普通傷害保険、交通費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談室の機能強化 15                 15                     執務参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402141 平成 25 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 豊前市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員の傷害保険付与、交通費の拡充

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）

・悪質商法撲滅年末街頭啓発キャンペーンの実施（高齢者が多く集る中心市街地大型店舗前、金融機関店舗前、病院前等で、啓発リ－
フレット、相談窓口案内チラシ、啓発グッズ等を配布し、被害防止を図る）
・啓発ポスター等作成資材の購入・活用（ポスターサイズＰＣプリンターを活用し、本市市報に毎月掲載している消費者豆知識、相談窓口、
相談日、悪質業者への牽制記事など公共公益施設等に掲示し啓発を図る）
・啓発カレンダーを市内全戸に配布し啓発を図る
・啓発用回覧板の購入にて市内世帯へ啓発を図る
・オリジナル啓発資材を作製し配布し啓発を図る

⑥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）

⑦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）
県主催の相談員事例検討会等に相談員や関係職員が参加できるよう旅費を支援。また、国民生活センター及び全国相談員協会の他消
費生活相談業務に係る研修に相談員や関係職員が参加できるように旅費、研修費を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 業務参考資料が十分に整備されていない

（強化） 業務参考資料の購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

2       165                         

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）

2       

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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 ○ 傷害保険の付与、交通費支給

②研修参加支援 ○ 研修会に参加できるよう旅費、研修費等を支援

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24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -1,954         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 -654            千円 20年度差 -2,314         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 165               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,144             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,798           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 1,300           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,659           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,959             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,660             



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 - 1,396             1,360                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発
図書館にて食の安全に関する書籍の貸出し
食育啓発チラシの配布

1,000             1,000                 啓発資料作成・購入費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修への参加支援 136               100                   旅費（国セン主催研修への参加支援）、受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 講座用音響機器を購入し、出前講座等で活用する。 260               260                   講座用音響機器購入費

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402168 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 小郡市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 県内で実施される研修への参加支援（旅費）

（強化） 国セン主催研修への参加支援（旅費、受講料）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 市広報や回覧版等を活用した啓発。市広報や回覧版等を活用した啓発。

（強化）
啓発資料の配付及び貸出用書籍を準備し消費者被害の未然防止に努める
図書館にて食の安全に関する書籍を購入し貸出しを行い、幅広く市民に対し情報提供する
子ども読書の日にあわせて食育啓発チラシを作成し、配布する

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

②研修参加支援 ○

④その他

国セン主催やその他研修への参加

③就労環境の向上

相談員数人 平成25年度末予定 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24年度末 相談員数

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 76               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 1,960           千円 20年度差 120             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2５年度の消費者行政予算 3,320             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,360           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 1,884           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,100           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,984             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,840             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,787             524                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市民向け消費者基礎講座や出前講座等で、消費者啓発・
教育活動を行うことで消費者被害の未然防止や防止拡大
の取組を実施する。

105               84                     ,講師謝金（73,500）、弁護士費用（10,500）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
研修参加により多種の情報を得て、職場へとその内容を
広め相談業務に役立てる。

267               221                   研修旅費（201,000）、研修参加費（20,000）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

4,415             219                   図書購入費（30,000）、センター周知パンフレット（189,000）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402176 平成 25 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 筑紫野市 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談傾向に沿った執務資料（書籍購入）による相談事業
の情報収集を図るとともに、市民へセンター周知の強化を
行う。



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者基礎講座（年5回）【講師料無料又は1万円程度）、パネル展、街頭啓発等を行っているが、独自パンフレット等による啓発なし。

（強化） 賢い消費者育成のため、消費者基礎講座やパネル展、街頭啓発を通し市民への啓発強化を行う。

⑥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）

⑦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） 国民生活センターへの研修に相談員1回参加する。県内研修昨年23回（2名の相談員計）

（強化） 2名の相談員が国民生活センター研修年各1回及び県内研修（合計30回）に参加し、常に新しい情報を得て知識を高める。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談傾向に合った相談員知識向上のための執務参考資料が十分に整備されていない。

（強化） 相談傾向に合った相談員知識向上のための参考図書の購入、センター周知のパンフレットの購入。



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．消費生活相談体制整備事業（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



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 ○ 相談傾向に応じた研修参加機会の増

③就労環境の向上 ○ 書籍等の購入増

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 110             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 4,263           千円 20年度差 -597            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2５年度の消費者行政予算 4,787             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 4,153           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 777             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,930             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,860             



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,413             3,259                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発用パンフレットの作成、配布 288               288                   
啓発出前講座講師謝金、出前講座教材費、街頭啓発物品、食
糧費、啓発チラシ印刷費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 122               122                   相談員の研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の複数配置及び開設日数の増による相談機会の増 3,003             2,849                 相談員報酬、費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402184 平成 25 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 春日市 自治体コード



⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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４日の相談日を週５日に増やし、平成２０年度比で年間延２００日増の相談体制とする。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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し、全戸配布する。

⑥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）

⑦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） 国センや県等が主催する研修への参加を支援し、相談員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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．消費生活相談体制整備事業（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

6       2,837                      

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       1,856                      

対象人員数
（報酬引上げ）

6       

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



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 ○ 国セン研修へ２人参加。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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 7      人 平成25年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 874             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 7      人 平成25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 2,967           千円 20年度差 1,426           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 2,849             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,226             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,259           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 2,093           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,615           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,708             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,541             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,757             3,639                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発講座等の実施 1,173             1,153                 
講師報酬・費用弁償、教材作成・購入費、広報資料・コンテンツ
作成・購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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（３名） 331               286                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 増加した相談日に対応するための経費、相談員増員分の経費 2,173             2,173                 相談員報酬、費用弁償

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの機能強化 80                 27                     機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402192 平成 25 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 大野城市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 毎週月曜日と金曜日の週２日の相談業務

（強化）
平日常設の週５日の相談業務を行う（週当たり３日増加）、報酬増額（7,300円から10,500円へ）、相談員1名増員（週１日勤務）、増員した
相談員の報酬増額（5,700円から8,580円へ）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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て、消費者講座を開催し相談事例やその対処法を紹介し消費者教育及び悪質商法被害の未然防止に努め
る。相談事例等を掲載した啓発冊子を作製、講座開催時や街頭啓発、市広報折込み等で配布する。市コミュニティバス広告掲載、街頭啓
発等で使用する啓発物品の作製等を行う。

⑥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）

⑦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3名が参加するための旅費・負担金

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談業務用の参考図書や備品が十分に整備されていない

（強化） 消費生活センター備品購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

3       2,173                      

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       1,952                      

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

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



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

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成23年度に増員し育成した相談員の報酬単価増額

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -686            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 1,643           千円 20年度差 262             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 2,173             千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,282             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,639           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 2,329           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,062           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,391             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,381             



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 - 2,105             2,105                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市民啓発用パンフレット等作成 500               500                   パンフレット印刷代

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦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・行政職員のレベルアップのための研修会参加支援 525               525                   旅費・受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

弁護士謝金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士による相談員指導

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402206 平成

1,080             1,080                 

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 宗像市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者教育・啓発用パンフレットを作成し、市民等への周知を図る。

⑥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）

⑦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） 国セン等の研修への参加支援を行い、相談員及び行政担当者の資質向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 弁護士による相談員指導（月２回）を実施し、解決が困難な相談にも対応できるよう資質向上を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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 ○ 国セン研修会等への参加の旅費・受講料を支援する。

③就労環境の向上

相談員数 5      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24年度末 相談員数 5      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

5      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 992             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 5      人 平成25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 20,412         千円 20年度差 -409            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2５年度の消費者行政予算 22,517           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,105           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 19,420         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,105           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 21,525           千円

平成20年度の消費者行政予算 20,821           



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,641             4,375                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自立した消費者の育成と消費者被害の未然防止 3,206             3,206                 
講演会講師謝礼、啓発講座委託料、啓発用物品、啓発用冊子
作成費（全戸配布用）、啓発用図書購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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に取り組むための研修参加への支援 51                 51                     研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者相談業務を円滑に行うための人的体制整備 1,374             1,114                 相談員報酬、相談員旅費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

10                 4                       執務関係図書

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402214 平成 25 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 太宰府市 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の窓口強化と体制整備



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口を週１回実施。

（強化） 相談窓口を週１回から週３回へ拡大。相談受付時間を延長

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
自治会単位での出前講座を実施。消費者啓発冊子を街頭啓発活動にて配布。民生委員等を対象に研修会を実施。
消費者啓発冊子を全戸配布。

⑥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）

⑦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） レベルアップ研修会及び事例検討会参加のための相談員の旅費を支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口を週１回実施。備品や執務参考用図書が十分に整備されていない。

（強化） 相談窓口を週３回実施。窓口強化と体制整備のため執務参考用図書を購入。



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．消費生活相談体制整備事業（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

4       1,114                      

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       828                         

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 -395            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25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 266             千円 20年度差 -137            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 1,114             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,641             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,375           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 661             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,904           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,565             千円

平成20年度の消費者行政予算 403               



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 - 1,500             1,500                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

相談員の勤務時間増加(報酬増加）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

出前講座用教材や啓発グッズ購入 380               380                   啓発グッズや啓発資料用冊子

⑧消費生活相談体制整備事業 開設日の増加（土曜日の開設） 750               750                   

⑦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 240               240                   旅費、研修費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 窓口からセンターへ 130               130                   看板の作成・設置及び執務参考資料の購入

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402231 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 古賀市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 開設日増加による体制整備の充実

⑦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） 啓発グッズや講座用の資料配布

（強化） 啓発グッズやくらしの豆知識を配布し、啓発を図る

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 有資格者相談員及び担当職員の国民生活センターへの研修参加

（強化） 相談員及び担当職員の知識向上

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談窓口からセンターへの整備



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．消費生活相談体制整備事業（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

750                         

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       330                         

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



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 ○ 国民生活センター研修参加への支援

③就労環境の向上 ○ 相談窓口の備品の充実

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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -223            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 2,004           千円 20年度差 916             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 750               千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,504             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,227           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 625             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,852             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,088             



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 - 2,518             2,294                 

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

増員、時間延長の人件費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止啓発グッズ購入 40                 40                     DVD、チラシ、シール等購入

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員2人体制、相談時間3時間延長 2,220             1,996                 

⑦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、福岡県レベルアップ研修等の旅費 258               258                   国民生活センター研修×３、福岡県レベルアップ研修等×１６

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402249 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 福津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員1人体制で、月・水・金曜日の9時～12時開設。

（強化） 相談員2人体制で、月・水・金曜日の9時～16時開設。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし。

（強化） 悪質業者からの被害を防ぐため、出前講座時等に啓発用チラシ等を配布。

⑥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）

⑦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） 県センター事例検討会等に参加する旅費のみ支援。

（強化） 国民生活センター、福岡県レベルアップ研修等に相談員が参加する旅費を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1,996                      

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       1,404                      

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



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 ○ 国民生活センター、福岡県レベルアップ研修等の旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 2      人 平成25年度末予定 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24年度末 相談員数 2      

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 219             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 1,415           千円 20年度差 -115            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 1,996             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,709             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,294           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 1,196           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,518           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,714             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,530             



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 56                 56                     -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発事業 30                 30                     講演会を１回の講師旅費・謝金

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 市くらしのアドバイザーを消費生活講習会へ参加 26                 26                     旅費５，２００円×5人×１回

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

402257 平成 25 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 うきは市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 講演会を１回開催

（強化）

⑥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）

⑦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） 市くらしのアドバイザーが県の消費生活研修会に参加することで相談対応のレベルアップをはかる

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -145            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 229             千円 20年度差 -102            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2５年度の消費者行政予算 285               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 56               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 374             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,105           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,479             千円

平成20年度の消費者行政予算 331               



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 - 331               331                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 331               331                   啓発用教材作成・購入費、出前講座講師謝金

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40226 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 宮若市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の育成や被害防止のために行う広報資料の購入、高齢者等を対象とした出前講座の実施（年３回程度）

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,061           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,126           千円 20年度差 1,086           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2５年度の消費者行政予算 1,457             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 65               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 331             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 396               千円

平成20年度の消費者行政予算 40                 



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 - 557               557                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発パンフ印刷代（高齢者用） 557               557                   

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402273 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 嘉麻市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 被害が増大している高齢者層の消費者被害を防ぐため、高齢者向け資料を作成し啓発する

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                 千円 20年度差 -                 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2５年度の消費者行政予算 557               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 557             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,254           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,254             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   



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 朝倉市 自治体コード 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの周知徹底、相談業務の充実 151               57                     
センターの住民への周知に係る広告費用
参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員のレベルアップを図るため、研修参加を
支援する

53                 47                     研修旅費（事例検討会、レベルアップ研修、ＰＩＯ－ＮＥＴ説明会）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談業務体制の充実を図る 408               391                   臨時相談等における勤務報酬

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発、消費者教育 888               471                   
消費者啓発カレンダー・ステッカー等印刷製本費
消費者教育用冊子等の作成（中学生・若者向け）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,500             966                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センターについて各戸配布の電話帳表紙に掲載し周知を図る。

（強化） 消費生活センターについて各戸配布の電話帳表紙に掲載。センターパンフレットを作成し周知を図る。参考図書を購入し、相談業務の充実を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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。

⑧消費生活相談体制整備事業

（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。
●研修参加・・・研修等の参加を促進し、専門的な知識を深める。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
●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）
●中学生向け、成人者向けの消費者教育用冊子を作成し、配布する。
●消費者被害防止啓発用カレンダー等を作成し、街頭啓発活動を行う。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

2       189                         

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

2       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

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20年度の消費者行政予算 3,491             千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,825             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,360           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 3,465           千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,719             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 966             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 391               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,753           千円 20年度差 262             千円 前年度差 288             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      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24年度末

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）

-合計 - 562               562                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発の資料を作成 544               544                   資料作成費用

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 行政職員の研修参加 18                 18                     旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

402290 平成

対象経費

25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 みやま市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者啓発に関する資料を作成し地域に配布。

⑥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）

⑦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） 県等が開催する研修会に参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

具体的内容

①報酬の向上

④その他

人

処遇改善の取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 137             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,153           千円 20年度差 1,042           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2５年度の消費者行政予算 1,715             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 562             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 1,016           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,909           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,925             千円

平成20年度の消費者行政予算 111               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 8,403             4,589                 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

被害を未然に防ぐための周知・啓発活動を行う 361               361                   

啓発活動講座謝礼＠12,000×2回＋20,000×1回
啓発講座会場借上料等＠43,000
啓発用パンフ＠70,000、啓発用ボールペン＠135,000
啓発用拡声器＠69,000

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 249               249                   
研修会旅費（国セン）＠75000×3人回、研修旅費＠1,120×10
人回、研修受講料＠4,000×3人回

⑧消費生活相談体制整備事業
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、嘱託員を３名配置す
る。

7,627             3,813                 
嘱託員報酬＠182,000×12月×3人×１／2
共済費＠29,800×12月×3人×1／2

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 組織機能強化のための機器や参考資料の購入 166               166                   書籍＠31,000、事務用品＠40,000,パソコン@95,000

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 糸島市 自治体コード 402303 平成 25



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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3名配置し、週5日安定して対応出来る相談体制を構築。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし。

（強化）
被害を未然に防ぐために、市民向けの啓発講座を年3回実施し、消費者の意識向上を図る。
また、より効果的な啓発を行うため、啓発用パンフレットや啓発用ボールペン、啓発用拡声器（出前講座使用）を購入する。

⑥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）

⑦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。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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） 相談用のパソコンや専門書を追加購入することで、相談機能の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

3       3,813                      

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       4,185                      

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



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 ○ 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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,768           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 4,370           千円 20年度差 3,890           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 3,813             千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,959             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,589           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 2,602           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,248           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,850             千円

平成20年度の消費者行政予算 480               



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 - 3,408             3,408                -

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑧消費生活相談体制整備事業
H25.6月開設の消費生活相談窓口における相談機能強化を図る
ため、相談員増員による相談体制の拡充を図る。

803               803                   相談員報酬・費用弁償　803（事業経費　1,606×1/2）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止に係る住民の意識啓発を図るため、啓発
品を作成・配布する。

2,282             2,282                啓発品作成・配布　2,282

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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

H25.6月開設の消費生活相談窓口における相談機能強化を図る
ため、資料購入及び施設紹介資料による周知を図る。

40305 平成 25

323               323                   窓口用資料　32、相談窓口周知経費　291

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福岡県 市町村名 那珂川町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） H24に代表的相談事例・対応方法等を記載した啓発冊子を作成、全戸配布した。

（強化） 消費者被害の未然防止等に係る住民の意識啓発を図るため、各種啓発品を作成・配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） H25.6月より専門相談員を配置。開設日週3日（月・水・金）、1日1名配置。

（強化） 相談員の勤務日数を増やすことで配置状況を拡充し、相談対応に関する相談員相互の連絡調整等を行う等、相談体制の強化を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 新設窓口開設に関する広報を実施。（窓口はH24整備済み）

（強化） 開設した相談窓口に関する周知を更に図るため、相談窓口用リーフレットを作成し、町内公共施設、関係機関等に適時配布する。また執務用書籍を購入する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

42     803                        

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）

42     294                        

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

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

5      人

相談員数 2      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定

前年度差 1,557           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 1,577           千円 20年度差 1,557           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 803               千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,985             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,408           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

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,655           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 8,675             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,399             1,296                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用物品作成 42                 42                     啓発用物品印刷代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） ー ー 0

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口委託料、非常勤職員賃金 2,206             1,103                

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談室の整備（執務参考図書、備品の購入、窓口のPCの
消耗品等） 151               151                   執務参考図書、備品の購入、窓口のPCの消耗品等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

40341 平成 25 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 宇美町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口委託料・非常勤職員の任用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用物品の作成

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の備品等の整備



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．消費生活相談体制整備事業（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

3       1,103                      

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       1,719                      

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



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 ○ 国民生活センター主催の研修への参加

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,421           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,482           千円 20年度差 1,462           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 1,103             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,778             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,296           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 61               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,888           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,949             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 市町村名 篠栗町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

403423 平成

対象経費

25 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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

弁護士・司法書士・ファイナンシャルプランナー等による相談会の実施 618               618                   

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

618               618                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 地域社会における消費者問題解決力の強化

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

803                        



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20年度の消費者行政予算 20                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 256               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 232             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 24               千円

平成2５年度の消費者行政予算 638               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 618             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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 20年度差 -                 千円 前年度差 -4               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 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24年度末

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 志免町 自治体コード 403431 平成

対象経費

25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談窓口の整備、相談窓口用備品・執務参考資料の整
備

220               220                   
工事（防犯ブザー通報システム、窓口備品（ICレコーダー）、窓
口消耗品（専門書籍）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,716             922                   

⑦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 255               255                   行政職員研修会参加旅費3名分

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員委託料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害を防止するための啓発グッズの作成・配布 384               384                   啓発用ポケットティッシュ作成、啓発用保冷カーテン作成

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談窓口委託

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,575             1,781                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
専用窓口を整備し、相談業務を行っているが、行政執務室と離れた場所（フロア違い）に設置しているため、相談員の安全性が確保されていない。
相談窓口用の備品や執務参考資料が十分でない。

（強化）
相談員の安全性確保のため、防犯ブザー通報システムを整備する。相談のために必要備品及び専門書籍を購入し、相談機能の強化を図る。
相談窓口の認知度向上のため、町が実施するイベント時においてパンフとともに窓口周知グッズ作成し配布する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 国民生活センターや県等主催の研修会に参加し、職員のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化）
専門相談員を配置し、相談窓口を週2回（火曜日・水曜日）開設する。（消費生活相談窓口業務委託）
また、相談窓口開設日の週2回以外に、町で行う啓発イベント時や主催講座、県の相談員事例検討会への出席ができるように拡充を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化） 消費者被害を防止するため、町が実施するイベント時においてパンフとともに、作成した啓発グッズを配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

1       770                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       922                        



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20年度の消費者行政予算 20                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,231             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,476           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 755             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,703             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,781           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 922               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 922             千円 20年度差 902             千円 前年度差 167             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

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24年度末

②研修参加支援 県の相談員事例検討会へ参加（6回）

③就労環境の向上 安全性の確保（防犯ブザー通報システム設置）、専門書籍の追加

④その他 行政担当職員との事務調整時間の確保



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 福岡県 市町村名 須恵町 自治体コード 403444 平成

対象経費

25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

広報での啓発 320               160                   啓発資料作成費　広報折込料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

320               160                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） これまで高齢者向けの啓発が多かったので、対象世代を変更した啓発パンフレットを広報に折り込み配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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20年度の消費者行政予算 20                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 319               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 273             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 46               千円

平成2５年度の消費者行政予算 320               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 160             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 160             千円 20年度差 140             千円 前年度差 114             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 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24年度末

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 新宮町 自治体コード 403458 平成

対象経費

25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談室の周知推進 114               114                   
・消費生活相談室チラシ作成費（100,800円）
・チラシ折り込み料（12,600円）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,478             739                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談業務委託料（1,477,960円）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発事業 458               458                   

・消費者学級講師謝礼（20,000円×８回）
・啓発用備品（パネル）購入費（50,000円）
・国民生活センター発行「くらしの豆知識」購読料（198,450円）
・啓発用物品（メモ帳）作成費（49,500円）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員配置

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,050             1,311                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談室の新規開設

（強化） 相談室の周知・広報徹底

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の新規配置

（強化） 業務委託続行による信頼と実績の強化

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 老人クラブ・行政区を対象に消費者学級を８回開催。啓発物品等を作成し、配布。

（強化） 未実施の行政区や団体等を対象に消費者学級を開催。啓発物品作成・配布を続行し定着の強化を図る

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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）

1       714                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       739                        



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20年度の消費者行政予算 97                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,116             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,693           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 423             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,054             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,311           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 739               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 743             千円 20年度差 646             千円 前年度差 320             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数

相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

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24年度末

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,205             4,185                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発グッズを作成し、消費者問題に関心を持ってもらう 138               118                   振り込め詐欺防止フロアマット作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

役場ロビーを改修し、消費生活相談室を整備する 4,067             4,067                相談室設置に係る設計監理委託、改修工事、備品購入費、PRグッズ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

40348 平成 25 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 久山町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） パンフレット作成配布による啓蒙活動

（強化） 振り込め詐欺防止フロアマットの作成配布

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費者相談室を役場玄関ロビーに設置するため備工事を行い、必要備品を揃え相談業務開始に備える。開設の広報活動



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．消費生活相談体制整備事業（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



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              特になし

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 241             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 310             千円 20年度差 194             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2５年度の消費者行政予算 4,495             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,185             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 69               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 861             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 930               千円

平成20年度の消費者行政予算 116               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,010             1,000                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教室、消費者啓発チラシ広報折込 134               132                   講師謝礼、啓発チラシ作成、折込料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等レベルアップ研修 11                 10                     旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口周知グッズ作成費用 865               858                   執務参考書籍、啓発グッズ・チラシ購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

403814 平成 25 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 芦屋町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 啓発チラシを配布し、住民を対象とした消費啓発講座を町のイベントなどと同時実施する。

⑥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）

⑦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・県消費生活センターが主催する研修に消費者行政担当職員が参加し、消費者行政に係る能力の向上に取り組む。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） ＰＩＯネット等、消費生活相談に必要な資機材を導入しておらず、相談業務用の参考書籍も十分に整備されておらず、窓口に関する周知

（強化） 消費啓発ノベルティを配布し、相談窓口の存在を住民に広く周知しながら、相談事例の掘り起こしを行う。



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．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 89               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 100             千円 20年度差 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）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,100             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 911             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 922               千円

平成20年度の消費者行政予算



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,266             1,154                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発用品を購入する 38                 38                     小学生向け消費者ハンドブック等購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 2                  1                      消費者行政研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談に対応する相談員を委託により雇用する 2,221             1,110                消費生活相談員委託費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の拡充のための環境整備を行う 5                  5                      消費者行政関連書籍購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

403822 平成 25 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 水巻町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を委託契約により雇用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 小学生向け消費者ハンドブック等購入費

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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

（強化） 執務参考図書の購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

2       2,221                      

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）

2       1,144                      

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,105           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,112           千円 20年度差 1,092           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 1,110             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,266             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,154           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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,906           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,913             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 - 553               552                   -

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

・弁護士報酬40千円×6回
・啓発チラシ294千円、折り込み手数料19千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

・消費生活に関する弁護士相談会
・消費者教育啓発チラシの作成・全戸配布

553               552                   

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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 403831 平成 25都道府県名 福岡県 市町村名 岡垣町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談体制を強化し、消費者被害の防止や地域住民の消費生活に関する安心確保に努める。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-                 千円

相談員総数 -      

20年度差 -90             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 552             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                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 557               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 552             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 557               千円

平成20年度の消費者行政予算 95                 



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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発資料作成、消費生活相談出前講座開催、弁護士に
よる消費生活相談会の開催（定期年６回、随時相談年６
回）

1,755             1,753                

啓発資料作成
　パンフレット　224,000円×2回＝448,000円
　カレンダー　　554,000円×1回＝554,000円
　出前講座用チラシ作成
                      210,105円×1回＝210,105円
　啓発用うちわ作成　129,150円×1回＝129,150円
　広報折込手数料　13,500円×3回＝40,500円
参考書籍・啓発用品代　100,000円×1回＝100,000円
弁護士相談の実施
　弁護士相談　40,000円×6回＝240,000円
　随時相談　5,250円×6回＝31,500円

⑦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・県・関係団体の主催する研修会への参加 114               114                   

国セン研修　 76,720円×2回＝153,440円
76,720円×1回＝76,720円
県内開催　 2,140円×22回＝47,080円
2,140円×16回＝34,240円
研修受講料　 2,140円×2回＝4,280円
2,140円×1回＝2,140円

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員を１名配置 3,050             1,714                

①相談員報酬　220,000円×12月＝2,640,000円
②社会保険料　369,833円
③担当行政職員時間外勤務手当　40,000円
 （①+②+③）×1/2≒1,524千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

相談窓口機能強化に伴う窓口相談用備品等　1,000千円→900
千円
事務所賃借料
　720千円×1/2＝360千円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

40384 平成 25 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 遠賀町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の機能拡充 1,620             1,260                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費生活相談員は配置していない。

（強化）
消費生活相談員を１名配置し、月～金曜日に毎日勤務させ、増加が見込まれる消費者からの苦情相談対応とPIO-NETへの早期入力
を図る。さらに町内の自治会等から週休日・祝日に開催する出前講座等の講師として消費生活相談員の出席要請があり、これにも対応
する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 無し

（強化）
地域における消費者教育を充実するために、町民向け啓発資料を定期的に配付するほか、タイムリーな情報を発信するチラシを作成
し、配布する。また、消費生活出前講座を各地区で開催し、被害の未然防止を図る。既存の消費生活相談において法律の専門家によ
る対応を必要とする場合があり、月に6回又は随時の弁護士相談を実施する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 無し

（強化） 消費生活相談員及び担当行政職員のレベルアップのため、国・県ほか関連団体の主催する研修会に積極的に参加させる。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） （平成21年度から平成24年度）遠賀町役場まちづくり課に消費生活相談窓口を設置している。

（強化） 相談窓口を利便性の高いJR遠賀川駅前に移設し、必要な物品等の整備も実施する。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,539             4,841                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       3,050                      

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       2,167                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（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 ○
相談員の資質向上を目的に、国、県又は関連団体の主催する研修会に積極的に参加
させる。

③就労環境の向上 ○ 108.5時間の有給休暇取得を可能とする。

相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
現相談員が「消費生活専門相談員」の有資格者となったため、報酬のベースを１日あた
り8,260円から10,000円に引き上げる。週休日・祝日に開催される出前講座及び消費者
啓発活動に出席した場合、報酬を支給。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 398             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 1,698           千円 20年度差 1,664           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 20                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,074             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,539             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,841           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 36                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,300           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,442           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,742             千円

平成20年度の消費者行政予算 34                 



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 858               236                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発事業（出前講座） 858               236                   ワイヤレスマイク一式　236千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

404021 平成 25 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 鞍手町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） ワイヤレスマイク一式を活用し、より効果的な出前講座を実施することにより、消費者トラブルに関する判例の周知や消費者被害防止の強化に努める。

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 595             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 622             千円 20年度差 602             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2５年度の消費者行政予算 858               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 236             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 550             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 577               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 - 331               331                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育・啓発を及び相談窓口の周知を図る 331               331                   
悪質商法等の啓発パンフレット及び相談窓口の周知パンフレッ
トの作成費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

404217 平成 25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 桂川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
悪質商法による被害及び多重債務者の被害が絶えない状況を踏まえ、対策パンフレットを配布し啓発を図る。また相談窓口周知パンフ
レットの配布を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

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



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

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

人 平成25年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

630             千円

相談員総数 -      

20年度差 631             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 651             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 21               千円

平成2５年度の消費者行政予算 982               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 1,134           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,155             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,423             1,381                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発パンフレット、資料作成 98                 98                     広報（啓発）資料購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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・担当職員の研修参加支援 150               150                   研修旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 2,085             1,043                相談員報酬、費用弁償、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

非常用ブザー、ナンバーディスプレイ電話機設置

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

404471 平成 25 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 筑前町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考書籍購入 90                 90                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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４日）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 老人クラブ・行政区等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。

⑥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）

⑦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（県消費生活センター等が実施するもの）への相談員・担当職員の参加を支援する。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口（消費生活センター）の開設。

（強化） センターに非常用ブザー及びナンバーディスプレイ電話機を設置し、センターの機能強化、外部との連携充つを図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,085                      

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       1,456                      

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



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 ○ 参加回数を増やすため、研修旅費等の増額

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -23             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 1,055           千円 20年度差 1,055           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 1,043             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,436             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,381           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 1,078           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,228           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,306             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 700               700                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発出前講座講師謝金
啓発冊子
啓発物資作成費

700               700                   
出前講座10回分　　15,000円×１０＝150,000
啓発パンフ印刷代（全戸配布用）200,000
啓発物資作成　350,000

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

40503 平成 25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 大刀洗町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 出前講座10回分　　啓発パンフ・啓発物資作成

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

600             千円

相談員総数 -      

20年度差 670             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 690             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 700             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 90               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,390             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 700             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 790               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 - 1,000             1,000                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

広報掲載、啓発周知パンフレット 1,000             1,000                印刷製本費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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 25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 広川町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
消費者教育法に関する啓発、改正特定商取引法普及・啓発、ＩＴの活用と被害、不当請求・架空請求による被害抑制、クーリングオフの
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)

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-20             千円

相談員総数 -      

20年度差 -20             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,000           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,000             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 861             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 881               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 - 2,033             2,033                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発事業 2,033             2,033                消費者啓発カレンダー作成費(町内全世帯 5,500部)

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

406015 平成 25 年度都道府県名 福岡県 市町村名 香春町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者啓発カレンダーを作成し、全戸配布することで悪質商法などの消費者被害防止を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

277             千円

相談員総数 -      

20年度差 214             

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 297             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,033           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2５年度の消費者行政予算 2,330             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 2,444           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,464             千円

平成20年度の消費者行政予算 83                 



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 - 1,088             1,088                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

イベント等で、来場者を対象に相談窓口周知や啓発を行う 1,070             1,070                配布用啓発グッズの作成

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦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事業に参加 18                 18                     職員普通旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

対象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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 25 年度都道府県名 福岡件 市町村名 添田町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化） イベント等で、来場者を対象に相談窓口周知や悪質商法等の啓発を行うためグッズを製作し配布する

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催の研修に参加する消費生活相談に従事する職員の旅費を支給する

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

-       

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



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

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

人 平成25年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

-                 千円

相談員総数 -      

20年度差 -                 

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,088           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）対象外経費 -                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,088             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 1,303           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,303             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,888             1,888                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 1,863             1,863                
カレンダー、シール製作費1,418、広報誌折込手数料28、啓発
コンテンツ製作費350、講演会開催に係る講師料及び費用弁償
67

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 13                 13                     旅費（2,160×6回）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考資料の購入 12                 12                     参考資料購入12

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

平成 25 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 川崎町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 講演会の開催や音源による啓発コンテンツの作成

（強化） 講演会の開催や映像での啓発コンテンツを作成することにより、より広い範囲の被害を防ぐ。

⑥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）

⑦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） 県主催の研修会に随時参加

（強化） 相談員（担当職員）が県主催の相談会に５回参加できるように旅費を支援。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 参考資料を購入し、相談員の知識を向上させ相談機能強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 339             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 389             千円 20年度差 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）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,277             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,888           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 50               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,372           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,422             千円

平成20年度の消費者行政予算 50                 



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

合計 - 450               450                   -

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発パンフレットの配布（町内全世帯） 450               450                   

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

啓発パンフレット印刷代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 40608 平成 25

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福岡県 市町村名 大任町 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑥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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 平成２４年度に消費者啓発用パンフレットを配布。

（強化） 平成２５年度も継続して啓発用パンフレットを配布することにより、消費者への注意喚起促進を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



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

①報酬の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

-                 千円

相談員総数 -      

20年度差 -20             千円 前年度差

人消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

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 450             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2５年度の消費者行政予算 450               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 416             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 416               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,317             715                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止の為の啓発 -                  -                      

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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・県が開催する研修に、消費生活相談員及び担当職員
が参加し、相談対応能力の向上を図る

113               113                   旅費（消費生活相談員　107,000円、担当職員　6,000円）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員賃金 1,204             602                   
消費生活相談員賃金及び交通費
1,204,000円÷２=602,000円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

406104 平成 25 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 福智町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 担当職員が消費生活相談に対応していた。

（強化） 平成25年4月1日から週2回消費生活相談員を配置して対応に当る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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担当職員が参加し、相談対応能力の向上を図る。

（強化） 国・県が開催する研修に、消費生活相談員及び担当職員が参加し、相談対応能力の向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,204                      

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       904                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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



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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,478           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,491           千円 20年度差 1,471           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 602               千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,206             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 715             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 13               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,492           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,505             千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 苅田町 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 406210 平成 25

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員の知識向上のため、研修会参加の回数
を増やす。

52                 44                     

啓発パンフレットの作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発パンフレットの作成 123               123                   

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

合計 - 175               167                   -

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 年１回（平成２０年度）

（強化） 年１５回程度

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 高齢者に対し、県から提供された啓発資料を配布。

（強化） 高齢者だけでなく一般向けの啓発資料を作成し、相談受付時や出張講座時に配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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20年度の消費者行政予算 1,901             千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,008             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 2,008           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,136             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 167             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 1,969           千円 20年度差 68               千円 前年度差 -39             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24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24年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加回数を年５回から１５回程度に増やす。

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 吉富町 自治体コード 40642 平成

対象経費

25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の充実（受入体制の強化） 10                 10                     執務・相談業務参考図書購入に要する経費

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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研修参加 30                 30                     レベルアップ研修参加に要する経費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発活動 90                 90                     啓発資料印刷に要する経費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

130               130                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談窓口を開設し、住民へ窓口の周知を図った。相談業務に関する参考資料を整備し、窓口機能を充実させた。

（強化） 幅広い分野・世代の相談に専門的に対応できるよう、専門図書の一層の充実を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 既に参加した研修以外の研修にも積極的に参加し、あらゆる分野での相談に適切に対応できるよう、担当職員の一層の能力向上に努める。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 住民全体を対象とした資料の回覧をはじめ、高齢者向け、新成人向けに特化した啓発活動を実施するほか、高齢者見守りの役を担う方々に参考資料を配布し、消費者被害を未然に防ぐ。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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20年度の消費者行政予算 53                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 187               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             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 57               千円

平成2５年度の消費者行政予算 180               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 130             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 50               千円 20年度差 -3               千円 前年度差 -7               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 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24年度末

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 76                 76                     -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自治会長、民生委員、福祉委員を中心とした一般町民を
対象とした消費者問題に関する研修会を開催し、地域消
費者の安全・安心を確保する。

70                 70                     講師謝金（2回分）、講師旅費（2回分）、開催諸費（お茶代等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

6                  6                      書籍追録

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

406465 平成 25 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 上毛町 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談に係る参考文献の購入・追録



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）
自治会長、民生委員、福祉委員を中心とした一般町民を対象とした消費者問題に関する研修会を開催することで、消費者被害防止の
啓発を図り、地域消費者の安全・安心を確保する。

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費生活相談に係る参考文献の購入・追録を行い相談対応能力の向上を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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



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

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 24               千円 20年度差 4                 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2５年度の消費者行政予算 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 76               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 24               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 76               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 100               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                 



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 築上町 自治体コード 406473 平成

対象経費

25 年度

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 61                 61                     

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑧消費生活相談体制整備事業

1,974             1,974                

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,035             2,035                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 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。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化） コミュニティー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



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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20年度の消費者行政予算 35                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,331             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,279           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 52               千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,404             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,035           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 1,369           千円 20年度差 1,334           千円 前年度差 1,317           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 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24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上
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