
様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 宮崎市 自治体コード 452017

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 補助対象経費

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） 相談員向け法律相談及び研修会開催 288 288

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ベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 195 194 旅費、負担金

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

報酬、通勤手当、社会保険料

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）

消費生活出前講座拡充、教員向け研修会開催、啓発用
品購入等

838 837 講師謝金、委託料、啓発用品購入費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員報酬、通勤手当、社会保険料 4,093 2,046

弁護士謝金

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）

市民向け無料法律相談会開催 216 216

⑬地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）

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（先駆的事業）

合計 - 5,630 3,581 -

⑭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

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） なし

（強化） 弁護士による相談員・職員向けの研修会開催、相談業務で生じた疑義について担当弁護士へのFAXでの相談により相談業務の質の向

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員等を国民生活センターで開催される研修へ年２回参加。

（強化） 相談員等を国民生活センター等で開催される研修へ年６回参加。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を２名雇用。

（強化） 相談員を４名雇用し、相談体制の充実を図る。
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） 消費生活出前講座の開催。

（強化） 出前講座の拡充、小中学校教員向けの消費者教育に関する研修会開催、相談窓口の啓発のためグッズを配布。

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） 弁護士による市民向け法律相談会を毎月１回開催。

（強化） 週休日にも弁護士による市民向け無料法律相談会を毎月１回開催することにより、毎月計２回開催とする。

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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      2,784          人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

ー 人

対象人員数計 追加的総費用

2      人 2,046          千円

平成20年度の消費者行政予算 27,941 千円

前年度の消費者行政予算 24,447           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,588          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 20,859         千円

今年度の消費者行政予算 25,307           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,581          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

前年度差 867             うち基金（交付金相当分）対象外経費 21,726         千円 20年度差 千円-6,215         千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数

相談員数

人 4      人

4      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数今年度末予定

②研修参加支援 ○ レベルアップのため、国民生活センターで開催される研修への参加支援を行う。

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 都城市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 368 368 研修参加に係る旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

悪質商法防止等啓発用チラシ作製 2,820 2,820 チラシ及びグッズ購入経費

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）

無料弁護士相談の開設 397 397 弁護士謝礼及び旅費費用弁償

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,585 3,585 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） 県が主催する研修のみに参加

（強化） 国セン主催の研修（専門・事例）への正職員、消費生活相談員の参加及び情報交換会参加支援

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） 出前講座及び講演会の開催

（強化） 街頭啓発の実施、出前講座の開催、講座用テキスト、啓発用グッズの購入

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）

（既存） なし

（強化） 弁護士の無料法律相談の開催

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 304 千円

前年度の消費者行政予算 7,120            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,406          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 3,714          千円

今年度の消費者行政予算 7,333            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,585          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 3,748          千円 20年度差 3,444          千円 前年度差 34               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが主催する研修への参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,925 3,788 -

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（先駆的事業）

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）

新聞広告、啓発用名入りタオル及び啓発用マグネットシー
ト作成

524 524
新聞広告費、啓発用名入りタオル及び啓発用マグネットシート作
成費

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）

無料法律相談会開催 453 453 無料法律相談会に係わる弁護士謝金、旅費

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 579 579 研修参加に係わる旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員報酬、社会保険料等 5,222 2,085 消費生活相談員報酬、社会保険料等

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ベルアップ事業（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）
パーテーション購入(４台)  ※ 会議室の一角をパーテー
ションで仕切り、相談室として使用する。(相談室・1室増)

147 147 パーテーション購入費(４台)

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

平成 26

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 対象経費

年度都道府県名 宮崎県 市町村名 延岡市 自治体コード 452033



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） なし

（強化） 消費の専門的な法律相談を無料弁護士相談につなぐことで解決を図る。

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） なし

（強化） 相談業務を円滑に行うため、相談員を2名体制とする。

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） 新聞広告及び啓発品による啓発を行い、被害の未然防止を図る。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談業務に従事する職員・相談員を研修に参加させ、スキルアップを図る。

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） なし

（強化）
相談では使用されていない会議室の一角をパーテーションで仕切り、相談室として使用する。(相談室の1室増)
 ※ 相談件数の増加やプライバシーへの配慮に対応する為



３．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 85               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,137          千円 20年度差 2,787          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,788          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 431               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,052          千円

今年度の消費者行政予算 6,925            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,390          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 413               千円

平成20年度の消費者行政予算 350 千円

前年度の消費者行政予算 6,442            千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

2      人 5,222          千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      3,855          人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○
国民生活センターが開催する研修へ参加(東京2回、北九州市１回)
(社)全国消費生活相談員協会が開催する研修へ参加(福岡市2回)

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 ○ 自主財源で賞与支給2名(150,100円×2.2カ月×0.8×2人=528,352円)

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      人



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,757 1,690 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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 消費生活相談員賃金、労災保険料等 2,134 1,067 消費生活相談員賃金、労災保険料等

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）

啓発グッズ・パンフレット購入等 562 562 啓発グッズ・パンフレット購入費等

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 61 61 研修参加に係る旅費

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

日南市 自治体コード 452041 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） 消費生活相談員１名を新規に配置し、消費生活相談窓口を強化する。
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） 街頭キャンペーンの実施により、消費者被害未然防止の啓発活動を行う。

（強化） 既存の街頭キャンペーンやイベントに合わせて、啓発パンフレット等の配布し、消費生活被害防止の啓発活動を効果的に行う。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） 県の消費生活センター等の研修に参加。

（強化） 国民生活センターが実施する専門的な研修に参加し、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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 385             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,089          千円 20年度差 1,022          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,690          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 704             千円

今年度の消費者行政予算 2,779            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,296          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

平成20年度の消費者行政予算 67 千円

前年度の消費者行政予算 4,000            千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

1      人 1,830          千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      1,830          人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名

事業経費 補助対象経費

小林市 自治体コード 452050

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

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ベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 114 113 研修参加に係る旅費・負担金等

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

啓発パンフレット等の購入 500 486 研発パンフレット購入費

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）

⑬地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）

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（先駆的事業）

合計 - 614 599 -

⑭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

（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）

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）

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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ベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 多様化する消費者問題に対応できるように研修会に参加する。

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）

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） 消費者被害防止啓発用のパンフレット等の作成・配布。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）



３．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計

平成20年度の消費者行政予算 66 千円

前年度の消費者行政予算 624               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 594             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30               千円

今年度の消費者行政予算 638               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 39               千円 20年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 599             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

-27             千円 前年度差 9                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人

人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数今年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 有



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 日向市 自治体コード 452068

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員研修支援 620 620 旅費（国セン等）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員雇用 4,180 2,090 消費生活専門相談員報酬費・共済費

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）

街頭啓発キャンペーン・出前講座・消費者啓発 1,398 1,398 キャンペーン用グッズ・小冊子購入等

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）

無料法律相談 210 210 弁護士謝金（偶数月開催　6回）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,408 4,318 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活専門相談員継続及び1名増員
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） 出前講座開催による消費者教育推進

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） 隔月（奇数月）に市主催の無料法律相談を開催

（強化） 無料法律相談を偶数月にも開催し、専門的な消費生活相談への対応を強化する。

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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2      2,688          人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

-      人

対象人員数計 追加的総費用

2      人 4,180          千円

平成20年度の消費者行政予算 63 千円

前年度の消費者行政予算 4,758            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,616          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 1,142          千円

今年度の消費者行政予算 6,408            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,318          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 2,090          千円 20年度差 2,027          千円 前年度差 948             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援 ○ 国センへの研修参加

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 343 318 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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

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）

 各行事において、市民にパンフレットや啓発グッズを配布
して消費者行政に係る相談窓口等の周知を図る。

131 107 パンフレット、啓発グッズ購入費

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 　消費生活相談員等研修への参加 206 206 専門・事例講座の研修旅費及び負担金

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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） 　専門図書の購入 6 5 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するための専門図書購入費

串間市 自治体コード 452076 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

（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） 啓発グッズを購入し、街頭キャンペーン・出前講座等に活用する。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 担当者２名を国民生活センター主催の研修会等に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） 更なる相談対応の内容充実と強化を図るため、専門書を購入

（強化） 消費生活相談対応充実強化のための、消費者相談マニュアル（第２版）の専門図書購入



３．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 -10             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 25               千円 20年度差 -49             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 318             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 35               千円

今年度の消費者行政予算 343               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 350             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

平成20年度の消費者行政予算 74 千円

前年度の消費者行政予算 385               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 629 629 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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

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・パンフレット購入 629 629 啓発グッズ・パンフレット購入費

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

西都市 自治体コード 452084 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

（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） 各金融機関及びキャンペーン・会議や高齢者教室等での啓発グッズ配布による消費者被害未然防止の啓発

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

-      人

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 76              千円 20年度差 -113           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 629             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 76              千円

今年度の消費者行政予算 705                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 650             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

平成20年度の消費者行政予算 189 千円

前年度の消費者行政予算 726                千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

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



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 314 313 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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

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）

啓発グッズ購入 314 313 啓発グッズ購入費

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

えびの市 自治体コード 452092 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

（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） 啓発グッズ（啓発シール）を各世帯に配布し消費者被害未然防止の啓発に努める。

（強化） 啓発グッズ（トイレットペーパー、マニュアル）を配布し視覚に訴えることで消費者被害防止未然防止の啓発に努める。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 -19             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 271             千円 20年度差 36               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 313             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 290             千円

今年度の消費者行政予算 584               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 549             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 235 千円

前年度の消費者行政予算 839               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 三股町 自治体コード 453412

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） 参考図書・備品購入、センター出入口設置 100 100 参考図書(消費者六法他)、センター出入口設置

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費

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） 消費生活相談員等研修への参加 239 239 研修参加にかかる旅費、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）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

啓発用ボールペン等消耗品
171 171

啓発グッズ購入費
消費生活相談員報酬等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員 2,476 1,120

弁護士派遣謝礼

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）

無料法律相談会 160 160

⑬地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）

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（先駆的事業）

合計 - 3,146 1,790 -

⑭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

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） 役場庁舎とは別に相談窓口を設置し、専門的に消費者問題に関わる課題に対応する環境を整備する。

（強化） センターにおける相談対応能力の向上と屋外における出前講座等への対応強化。

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） 弁護士を活用した無料相談法律相談会を実施し、専門的な消費生活相談員への対応力強化

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） 初任相談員のスキル向上のために必要な法律知識の習得のための研修への参加。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

（強化） 相談窓口の周知と悪質商法等に対する啓発強化

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      1,860          人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

1      人 2,240          千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 3,649            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,155          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 1,494          千円

今年度の消費者行政予算 3,146            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,790          千円

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

前年度差 -138           うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,356          千円 20年度差 千円1,356          千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

1      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 1      人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1      今年度末予定

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会等に年１回以上相談員を派遣する。

③就労環境の向上 ○ 相談センターの設備改修(相談センターの勝手口)

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 高原町 自治体コード 453617

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

小・中学生向け消費者ハンドブック及び消費者被害防止
啓発用ボールペン購入

281 281

小学生向け消費者ハンドブック購入　156円×600冊×1.08
中学生向け消費者ハンドブック購入　156円×500冊×1.08
消費者被害防止啓発用ボールペン購入
　175円×500本、送料　1,000円、消費税　7,080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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 281 281 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）
町立小中学校へ学生を対象とした啓発用ハンドブックを配布することにより、若年層の消費者トラブルの未然防止及び消費者問題への
意識の向上を図る。また、秋まつり会場において、啓発グッズ及びチラシを配布することにより、町民全体への啓発を図る。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 0 千円

前年度の消費者行政予算 302             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 301             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                千円

今年度の消費者行政予算 281               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 281             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 20年度差 -                千円 前年度差 -1               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 206 206 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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

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）

啓発グッズの購入 206 206 啓発グッズ購入費

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

自治体コード 平成 26 年度都道府県名 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

（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） 消費者としての意識を若年層にも啓発し、被害情報等の発信を積極的に行うことで、被害を未然に防ぐ力を住民全体が高めることに取り組む。

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 -2               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 206             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                千円

今年度の消費者行政予算 207               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 407             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

平成20年度の消費者行政予算 0 千円

前年度の消費者行政予算 410               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

 

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 綾町 自治体コード 453838

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援） 消費者行政研修会 70 70 消費者行政研修会参加旅費・研修講座受講料

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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）

  啓発グッズ購入 330 310 啓発グッズ購入費

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 400 380 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談等のレベルアップにつながる。

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） 啓発用品を配布することにより、消費者被害防止の為の啓発を強化する。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 -                千円

前年度の消費者行政予算 400              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 380             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

今年度の消費者行政予算 400              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 380             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 20年度差 20                     千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 高鍋町 自治体コード 45401

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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） 消費生活相談機能の拡充 25 25 相談業務記録用デジタルカメラの購入

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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および消費者教育 260 260 街頭啓発キャンペーン

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）

消費者問題に取り組む地域の主体等との連携強化 70 70 弁護士による法律相談

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 355 355 -



２．活性化事業の詳細

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） 相談業務用の事務機器を整備

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 若者と高齢者に向けて、悪質商法対策カレンダー、振り込め詐欺撃退シールを作成。

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）

（既存） なし

（強化） 弁護士による消費者問題無料法律相談の開催

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 68 千円

前年度の消費者行政予算 361               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 277             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 84               千円

今年度の消費者行政予算 502               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 355             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 147             千円 20年度差 79               千円 前年度差 63               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 新富町 自治体コード 454028

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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・グッズ購入 464 402 啓発パンフレット・グッズ購入費

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 464 402 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 消費者被害防止のためのパンフレット作成。

（強化） 消費者に対する啓発を強化するため、イベント等にてパンフレット、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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 26 千円

前年度の消費者行政予算 530               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 486             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 44               千円

今年度の消費者行政予算 464               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 402             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 62               千円 20年度差 36               千円 前年度差 18               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 424 421 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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）

無料法律相談会開催 35 33 無料法律相談会弁護士謝金、旅費

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

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）

啓発グッズ購入・印刷製本 389 388 啓発グッズ購入費、印刷製本費

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

西米良村 自治体コード 454036 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） なし

（強化） ①弁護士による無料相談会

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） ①高齢者向け講習会　②地域イベント（高齢者グランドゴルフ大会・村民運動会）での啓発品配布

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 2                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                千円 20年度差 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 421             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                千円

今年度の消費者行政予算 424               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

平成20年度の消費者行政予算 3 千円

前年度の消費者行政予算 361               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 木城町 自治体コード 454044

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発グッズ購入、啓発パンフレット印刷製本 202 201 啓発グッズ購入、啓発パンフレット印刷製本

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 202 201 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 啓発グッズ・パンフレット配布による啓発。

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）

（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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 ー 人

年間研修総日数 ー 人日

法人募集型

実地研修受入人数 ー 人

年間実地研修受入総日数 ー 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）

＿ 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 ＿ 千円

平成20年度の消費者行政予算 ー 千円

前年度の消費者行政予算 214               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 210             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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4                千円

今年度の消費者行政予算 201               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 181             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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円 20年度差 20               千円 前年度差 16               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名

事業経費 補助対象経費

川南町 自治体コード 454052

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

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ベルアップ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修への参加 88 88 研修参加に係る旅費、負担金

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

啓発パンフレット購入 145 142 啓発パンフレット購入費

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）

⑬地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）

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（先駆的事業）

合計 - 233 230 -

⑭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

（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）

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）

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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ベルアップ事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 消費者行政担当職員（Ｈ２３～）が研修に参加することにより、知識向上を図る。

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）

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） 消費者被害未然防止のための啓発活動を行う。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）



３．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

追加的総費用

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計

平成20年度の消費者行政予算 0 千円

前年度の消費者行政予算 303               千円

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

今年度の消費者行政予算 233               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                千円 20年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 230             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

3                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人

人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数

相談員数

人 人

-      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

相談員数 人

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数今年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 有



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 都農町 自治体コード 454061

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発用パンフレット他購入代 600 600 啓発用パンフレット他購入代

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 600 600 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 老人クラブ大会・運動会及び成人式等でパンフレット等を配布し幅広く啓発した。

（強化） 今年度も、パンフレット及びグッズを配布することにより、さらに啓発を強化し、消費者の安心・安全を確保する。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 600               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 600               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 門川町 自治体コード 454214

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発チラシ・パンフレット・啓発グッズ等購入 891 890 啓発チラシ・パンフレット・啓発グッズ等購入費

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 891 890 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 消費生活アドバイザー委嘱。啓発グッズ作成

（強化） 被害に遭いやすい高齢者、若年者へ向けたパンフレットを配布し、啓発意識を高める。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 137 千円

前年度の消費者行政予算 1,109            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 109             千円

今年度の消費者行政予算 891               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象外経費 1                千円 20年度差 -136           千円 前年度差 -108           千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 諸塚村 自治体コード 454290

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

消費者問題及び対策の周知 155 150 啓発用グッズ購入費

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 155 150 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 全世帯への啓発物品の配布

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 10 千円

前年度の消費者行政予算 155               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             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

千円 前年度差 -                千円

今年度の消費者行政予算 155               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             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 20年度差 -5               



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

相談員数

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

①報酬の向上



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 椎葉村 自治体コード 454303

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発物品・啓発冊子購入 300 250 啓発物品・啓発冊子購入

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 300 250 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 住民に対して啓発物品や冊子を配布し、消費者行政に対しての意識向上を図る。

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 318               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             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 68               千円

今年度の消費者行政予算 300               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             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 20年度差 50               千円 前年度差 -18             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 美郷町 自治体コード 454311

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発用備品・パンフレット購入 307 306
消費者行政啓発用ブルーレイディスクプレーヤー購入費
消費者相談対応用ＩＣレコーダー購入費
消費者行政啓発用パンフレット購入費

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）

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 307 306 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

悪徳商法など、消費者が抱える多くの問題について、積極的に啓発・指導を行うほか、町や関係機関の質の向上と連携を図り、消費者
被害の未然防止・早期解決に努める。また、積極的な啓発活動を通じて、地域住民が互いに注意し合えるような町の雰囲気づくりが期
待できる。（パンフレットは小中学生向、高齢者向、全世帯配布用の３種類、ブルーレイディスクプレーヤーは庁内のイベントなどでの啓
発に使用、ＩＣレコーダーは相談事業で使用する）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 120 千円

前年度の消費者行政予算 220               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 220             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

今年度の消費者行政予算 307               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 306             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                千円 20年度差 -119           千円 前年度差 1                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 高千穂町 自治体コード 454419

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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）

無料法律相談会開催 460 432 無料法律相談会弁護士謝金

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 460 432 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

（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） 弁護士を活用した無料法律相談会を開催し、専門的な消費生活相談への対応力を強化する。

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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 124 千円

前年度の消費者行政予算 457               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 432             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 25               千円

今年度の消費者行政予算 460               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 432             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 28               千円 20年度差 -96             千円 前年度差 3                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名 日之影町 自治体コード 454427

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

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ベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

啓発用パンフレット購入 247 246 啓発用パンフレット購入費

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）

無料法律相談会開催 136 136 無料法律相談会弁護士謝金

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（先駆的事業）

⑬地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）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 383 382 -



２．活性化事業の詳細

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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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） 消費者被害未然防止の啓発（パンフレット作成）

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）

（既存） なし

（強化） 弁護士を活用する事により専門的な相談対応の機能強化を図る。

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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

⑭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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

平成20年度の消費者行政予算 31 千円

前年度の消費者行政予算 181               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 171             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 10               千円

今年度の消費者行政予算 383               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 382             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                千円 20年度差 -30             千円 前年度差 -9               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 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 前年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



様式第６号（規則第３条関係）

市町村事業計画書

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業 （単位：千円） （単位：千円）

⑭消費者安全法第４６条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 140 140 -

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（先駆的事業）

⑬地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）

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）

無料法律相談会開催 140 140 無料法律相談会弁護士謝金

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

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）

⑥消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費 補助対象経費 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）

五ヶ瀬町 自治体コード 454435 平成 26 年度都道府県名 宮崎県 市町村名



２．活性化事業の詳細

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） なし

（強化） 弁護士活用の無料法律相談会を実施し、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。

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）

（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ベルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（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．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実施計画（該当がある場合にのみ記載。詳細について、９に記載のこと。）

人

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -6               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 140             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

今年度の消費者行政予算 140               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 220             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

平成20年度の消費者行政予算 6 千円

前年度の消費者行政予算 220               千円

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数
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