
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 - 2,339            1,739                -

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

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）

・弁護士による高度な相談への対応充実、啓発講座の充実
・啓発用グッズ等の購入

874               874                   
・謝金
・消耗品費

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）

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）

265               265                   広告料

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への対応 1,200            600                   委託料

都道府県名 佐賀県 市町村名 佐賀市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） ・相談窓口の周知広告

自治体コード 412015 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
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）

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）

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）

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） 啓発用チラシ等の購入

（強化） 弁護士夜間相談会の実施（年12回）、消費生活講座の開催、消費生活相談員による出前講座の開催、啓発用グッズ等の購入

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）

（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）

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） なし

（強化） 消費生活センターの住民への周知広告

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 弁護士による高度な相談への対応（月2回）

（強化） 弁護士による高度な相談への対応（月４回へ）

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

５．消費者行政予算について

前年度差 -493           千円うち交付金相当分対象外経費 14,591        千円 20年度差 -2,626        千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 16,330           千円

うち交付金相当分対象経費 1,739          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 15,084        千円

うち交付金相当分対象経費 2,303          千円

千円

前年度の消費者行政予算 17,387           千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 17,217           

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



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 4      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 4      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

4      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 4      人 今年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 41023 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 唐津市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考資料等購入 18                 18                    参考資料等17,750円

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） 国民生活センター主催の研修会への参加支援 57                 57                    旅費、受講料相当額

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員時間延長分 7,540            909                   1時間延長分1,854円/1時間×245日×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）

出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費 315               315                   啓発チラシ等311,996円　講師謝礼金3,000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 - 7,930            1,299                -



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） 参考資料等購入

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） 国民生活センター主催の研修会への参加支援

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談時間9:00～17:00

（強化） 時間延長に伴う相談員委託料増加分（8:30～17:15）

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） 出前講座講師謝礼金他啓発用チラシ等購入費

（強化） 特に啓発が必要な年代を選択し、出前講座等、効果的な啓発を行う

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．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

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       490                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       909                        

平成20年度の消費者行政予算 13,061           千円

前年度の消費者行政予算 14,407           千円

うち交付金相当分対象経費 1,186          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 13,221        千円

今年度の消費者行政予算 14,509           千円

うち交付金相当分対象経費 1,299          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 909               千円

うち交付金相当分対象外経費 13,210        千円 20年度差 149             千円 前年度差 -11             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 3      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

3      人

相談員数

相談員数 3      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 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H25日額　10,000円　→　H26日額　10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修会への参加支援

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



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）

自治体コード 412031 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 鳥栖市

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） 国民生活センター主催等研修への参加を支援 472               472                   消費者行政に係る研修に参加するために必要な旅費、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 5,395            2,714                消費生活相談員の増員に係る経費

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）

地域住民への消費者啓発 810               810                   地域住民への消費者啓発に係る経費

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）

消費生活メイト事業 81                 81                    消費生活メイト講座等開催に係る経費、活動支援経費

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 - 6,758            4,077                -



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） なし

（強化） 消費生活相談員の研修参加を支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員の配置：相談員２名による常時１名体制

（強化） 消費生活相談員の配置：相談員３名による常時２名体制

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） 消費者啓発物品の作製

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） 消費生活メイト講座及び消費生活メイトによる啓発活動の実施

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．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）

3       1,708                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       2,714                     



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

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

平成20年度の消費者行政予算 1,674            千円

前年度の消費者行政予算 5,866            千円

うち交付金相当分対象経費 3,345          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,521          千円

今年度の消費者行政予算 6,759            千円

うち交付金相当分対象経費 4,077          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,714            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,682          千円 20年度差 1,008          千円 前年度差 161             千円

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 人

2      人

相談員数

相談員数 2      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 2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H25日額　10,000円　→　H26日額　10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修への参加支援

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



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）

自治体コード 412040 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 多久市

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） 相談員（1名）の研修参加支援 189               189                   旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員（1名）の日数拡大（週1日→週2日）、報酬の向上 1,269            611                   消費生活相談員配置委託料

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）

相談窓口周知、及び啓発活動のための啓発グッズを作
成し配布。

33                 33                    需用費（印刷製本費）

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 - 1,491            833                   -



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） 相談員は遠方開催の研修が自費での参加となるので、受けられる研修が限られている。

（強化） 相談員が、より高度な知識を身につけるための研修に参加できるように旅費を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週1回（月曜日）消費生活相談員を配置し、火曜日から金曜日までは担当職員で相談に対応。

（強化） 消費生活相談員を週2回（月曜日・木曜日）配置し、火曜日・水曜日・金曜日は担当職員で相談に対応。報酬の向上。

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） 市民便利帳・市報及び出前講座等で相談窓口の周知、被害の未然防止のための啓発。

（強化）
相談窓口、電話番号等が印刷された啓発グッズを作成し、出前講座、市内店舗の店頭等で配布し、より一層の相談窓口の周知、被害
の未然防止のための啓発をする。

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．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       330                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       611                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 714               千円

前年度の消費者行政予算 1,430            千円

うち交付金相当分対象経費 730             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 700             千円

今年度の消費者行政予算 1,561            千円

うち交付金相当分対象経費 833             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 728             千円 20年度差 14              千円 前年度差 28              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬単価の改定＠10,000円→＠10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

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

③就労環境の向上

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



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）

自治体コード 412058 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 伊万里市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談を充実させるための資料の購入 7                  7                      参考書籍の購入

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） 研修会参加 179               179                   消費生活相談員・行政職員の研修会参加費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者相談窓口の拡大 3,179            1,553                
開設日を週3日から週5日へ拡大。平成25年8月より相談員の勤
務時間を6時間から7時間に延長。

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）

消費者トラブル被害防止のための啓発 315               315                   
新成人者へ啓発冊子配布。消費者トラブル対策シールの作
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）

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 - 3,680            2,054                -



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） なし

（強化） 相談の充実のため、必要な参考資料の購入

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） 消費生活相談員・行政職員の研修会への参加

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費生活相談日を週３日（月・水・金）実施している。

（強化）
消費生活センターを設置し、消費生活相談日を週５日（月～金）実施。相談員の勤務時間を平成２５年８月から6時間勤務から7時間に
延長する。

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） 新成人者へ啓発冊子配布。消費者トラブル対策シールの作成。

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）

（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．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       838                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,553                     



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

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

平成20年度の消費者行政予算 2,088            千円

前年度の消費者行政予算 3,567            千円

うち交付金相当分対象経費 1,721          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,846          千円

今年度の消費者行政予算 3,947            千円

うち交付金相当分対象経費 2,054          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,893          千円 20年度差 -195           千円 前年度差 47              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 委託料日額12,250円を12,978円へ改定

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 なし

③就労環境の向上 なし

④その他 なし

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



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）

自治体コード 41066 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 武雄市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター移転に伴う整備充実。 10                 10                    書籍購入等

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） 相談員等の資質向上のための研修参加支援。 105               105                   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増。 6,722            4,159                消費生活相談員の勤務時間及び勤務日数の拡大・配置・増員経費

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）

消費者被害防止のため啓発。 95                 80                    出前講座講師謝金、啓発物品（チラシ等）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）

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）

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 - 6,932            4,354                -



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月～金曜日に開設

（強化） 消費生活相談窓口の維持・充実を図り、相談者に配慮した環境づくりに取り組み。

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） 国民生活センター等主催の研修参加については、参加者（相談員等）の個人負担。

（強化） 国民生活センター等主催の研修に参加者（相談員等）が参加できるよう旅費を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎週月～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）消費生活相談員を配置し、相談窓口を開設。

（強化）
毎週月～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）消費生活相談員を配置し、相談時間を延長。さらに相談員２名体制で相談窓口を開設し、
訪問型消費生活相談及び啓発活動を行う。

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） 消費者被害を防止するため出前講座等の実施。

（強化） 消費者被害を防止するための出前講座の内容を充実するため、啓発資料等の作成。

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）

（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       1,648                     

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

対象人員数計 追加的総費用

2       4,159                     



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

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

平成20年度の消費者行政予算 2,204            千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,078            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 8,078          千円

平成2６年度の消費者行政予算 6,932            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,354          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 4,209            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,578          千円 20年度差 374             千円 前年度差 -5,500        千円

消費生活相談員の配置 平成25年度末 相談員総数 2      人 平成26年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成25年度末 相談員数 人 平成26年度末予定

平成26年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数

相談員数 2      人 平成26年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成25年度末 相談員数 人

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25年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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）

1,449            

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（相談日の拡充）第２・４月曜日、毎週金曜日から毎週月・金曜日
（相談時間の拡充）９：３０～１６：３０から９：００～１７：００

対象経費事業名

⑧消費生活相談体制整備事業

教育・啓発パンフレット等作成費

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）

都道府県名 佐賀県 市町村名 鹿島市

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） 48                    

事業経費

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）

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消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

相談日・相談時間の拡充

- 580                   

398                   

-

教育・啓発パンフレット作成費134                   134               
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）

1,267            

相談員研修参加旅費（関東方面、福岡市２回、九州圏内）

事業の概要

平成 26412074自治体コード

交付金相当分対
象経費

年度

48                 相談員の研修参加旅費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充。

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

なし。①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

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）

（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）

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）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

相談員が研修に参加。

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

教育・啓発に使用するパンフレット等の作成。

なし。

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

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）

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

1       

研修参加・受入要望

398                        

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

人日

215                        

人

年間研修総日数

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

1       

参加者数

実施形態

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

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

千円20年度差

千円

千円 前年度差868             

580             

千円うち交付金相当分対象外経費

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 398               千円

平成20年度の消費者行政予算 859               

1,416            前年度の消費者行政予算

国民生活センター主催研修等参加支援②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

相談員数

具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 人

1      前年度末 今年度末予定

今年度末予定

○

○  1時間単価1,429円　→　H26　1時間単価1,854円

前年度末

処遇改善の取組

相談員数

人

相談員数前年度末

千円

うち交付金相当分対象外経費

千円

千円

今年度末予定1      

9                

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

876             

千円540             

今年度末予定

1      相談員総数 人

1,448            

うち交付金相当分対象経費

人相談員総数

千円

千円

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      人

-8              

消費生活相談員の配置

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

前年度末

②前年度における雇止めの有無

有

無

①前年度における首長表明の有無

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち定数内の相談員



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）

自治体コード 412082 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 小城市

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） 国民生活センター主催等研修受講 114               114                   研修受講経費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日を週4日とし、一日の相談時間を1時間延長する。 2,505            502                   相談業務委託料

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）

消費者の育成、消費者被害の防止のための冊子を作成。 151               151                   教材作成、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）

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 - 2,770            767                   -



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） なし

（強化） 国民生活センター主催等の研修受講

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日は年間180日。1日6時間勤務。

（強化） 相談日を週に4日とし、一日の相談時間を1時間延長。

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） 出前講座等で配付するパンフレットは、県や国民生活センターが作成したものを使用。

（強化） 出前講座等で分かり易く活用しやすい消費生活相談についての冊子を購入し、市民へ配付する。

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．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       271                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       502                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 2,027            千円

前年度の消費者行政予算 2,904            千円

うち交付金相当分対象経費 860             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,044          千円

今年度の消費者行政予算 2,807            千円

うち交付金相当分対象経費 767             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,040          千円 20年度差 13              千円 前年度差 -4              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ （H25)日額10,000円→（H26)日額10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等研修参加支援

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



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）

自治体コード 412091 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 嬉野市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） PIO-NETの増設 478               286                   増設にかかる回線・サーバー工事費用

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） 相談員のスキルアップのための各種研修会参加にかかる旅費等 48                 48                    関東方面１回、福岡市２回、九州圏内１回等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の既存開設日数の増（週１回から２回へ）及び開設時間の延長（１時間） 1,267            726                   既存開設日数から開設日数及び開設時間延長分が対象経費

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）

年に２回、消費生活啓発チラシを全戸配布 134               134                   消費生活啓発チラシ作成（全戸配布、２回）

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 - 1,927            1,194                -



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） PIO-NETが嬉野庁舎のみの設置であるため、相談員の利用頻度が週１回である

（強化） 塩田庁舎へのPIO-NET増設を行うことで相談員が週２回使用できる環境となり、入力件数の拡大等、PIO-NETの更なる有効活用が期待

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） 全国規模、九州規模及び佐賀県規模で開催される相談員スキルアップのための各種研修会参加にかかる旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口を毎週１回（塩田庁舎と嬉野庁舎で交互に開設）開設。

（強化） 消費生活相談窓口を毎週２回（塩田庁舎は火曜日、嬉野庁舎で嬉野庁舎は木曜日）開設及び開設時間も１時間延長。

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） 消費生活啓発チラシ作成（全戸配布・年２回）

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．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       683                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       726                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 535               千円

前年度の消費者行政予算 1,416            千円

うち交付金相当分対象経費 850             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 566             千円

今年度の消費者行政予算 1,573            千円

うち交付金相当分対象経費 1,194          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 742               千円

うち交付金相当分対象外経費 379             千円 20年度差 -156           千円 前年度差 -187           千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○  1時間単価1,429円　→　H26　1時間単価1,854円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップのための各種研修会参加にかかる旅費等

③就労環境の向上

④その他 ○
PIO-NETを増設することで使用頻度を週1回から週2回と増やし、情報検索・入力作業等の効率
的な作業環境を整備する。

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



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）

自治体コード 412104 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 神埼市

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）
消費生活相談員レベルアップのため研修参加を支援し、
今後の相談業務につなげる。

102               101                   研修参加費　102千円

⑧消費生活相談体制整備事業
地域住民の消費生活に関する安心確保に努めるため、
相談を受け止める体制を強化する。

1,102            582                   
10,300円×1.08×99日＝1,101,276円
うち金曜日分（567,324円）、及び単価増分（15,552円）が対象

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、消費者被害の未然防止のため
に講演会、セミナー、広報活動などを行う。

363               362                   
講師謝金　12千円
需用費　351千円

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）

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 - 1,567            1,045                -



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） 消費生活相談員レベルアップのため研修参加を支援し、今後の相談業務につなげる。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 相談員の日額単価の見直しを行い、地域住民の消費生活に関する安心確保に努めるため、相談を受け止める体制を強化する。

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）

（強化） 消費者セミナーを実施する。消費生活啓発用チラシにより消費者問題知識の啓発を図る。

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．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       306                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       582                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 584               千円

前年度の消費者行政予算 1,301            千円

うち交付金相当分対象経費 691             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 610             千円

今年度の消費者行政予算 1,647            千円

うち交付金相当分対象経費 1,045          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 602             千円 20年度差 18              千円 前年度差 -8              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額単価を10,000円から10,300円とする。

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員レベルアップのため研修参加を支援し、今後の相談業務につなげる。

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



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）

自治体コード 413275 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 吉野ヶ里町

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）

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）

消費者被害防止のための啓発及び司法書士による無料
相談の開催、消費者啓発資料等作成用パソコンの購入

308               

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 - 308               305                   -

305                   
啓発グッズ作成 34,000円、司法書士謝金 129,000円
消費者啓発資料等作成用パソコン 142,000円



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）

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）

消費者トラブル未然防止のための啓発グッズを作成・配布し、消費者問題を身近な存在として捉えられるよう啓発を強化する。
また、チラシ作成などの啓発資料作成業務に特化したPCを新たに導入し、啓発の強化とともに業務の質の向上を図る。
司法書士による無料相談を開催し、高度な専門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．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

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

平成20年度の消費者行政予算 525               千円

前年度の消費者行政予算 692               千円

うち交付金相当分対象経費 155             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 537             千円

今年度の消費者行政予算 876               千円

うち交付金相当分対象経費 305             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 571             千円 20年度差 46              千円 前年度差 34              千円

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 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

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人 今年度末予定

人

相談員数 人

相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

前年度末 相談員数 1      

①報酬の向上

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

うち委託等の相談員

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援



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）

自治体コード 413411 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 基山町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の書籍の購入 10                 10                    書籍購入費用

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） 研修参加費用の支援 137               137                   研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 568               300                   消費生活相談員の人件費

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）

啓発チラシの配布 60                 60                    パンフレット・チラシの購入費用

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 - 775               507                   -



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） 消費者相談を、月２回会議室において開催

（強化） 書籍を充実させることで、消費生活行政における新しい事例や、法律の変更などに対応し、相談機能の強化を図る。　

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） 研修日が窓口開設日に当たった場合であっても、勤務として扱い、研修への参加をしやすくする。

（強化） 研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代を支援することで、相談員のレベルアップを図る。

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）

（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） パンフレットやチラシを購入し、成人式で配布することで、消費者教育・啓発の強化を図る。

（強化） 前年度からの啓発活動を継続し、引き続き消費者教育・啓発の強化を図る。

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．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       144                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       300                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 161               千円

前年度の消費者行政予算 715               千円

うち交付金相当分対象経費 463             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 252             千円

今年度の消費者行政予算 775               千円

うち交付金相当分対象経費 507             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 268             千円 20年度差 107             千円 前年度差 16              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額　10,000円　→　日額10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 研修参加のための、交通費・宿泊費・資料代の支援

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



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）

自治体コード 413453 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 上峰町

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談の複雑化・高度化が進む中、住民の安心安全
な消費生活を確保するため消費生活相談窓口の機能強化
を図る

267               137                   消費生活相談業務委託料：日額（1人）11，124円*2日*12月

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）

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 - 267               137                   -



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） 毎月第2金曜日に相談窓口を開設　相談受付時間は9時30分から15時30まで

（強化） 毎月第2金曜日・第4金曜日に相談窓口を開設　相談受付時間は9時00分から15時00まで

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．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       78                         

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       133                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 126               千円

前年度の消費者行政予算 252               千円

うち交付金相当分対象経費 126             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 126             千円

今年度の消費者行政予算 267               千円

うち交付金相当分対象経費 133             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 267               千円

うち交付金相当分対象外経費 134             千円 20年度差 8                    千円 前年度差 8                千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日給単価の増額（日額10，000円⇒10，300円）消費税抜き価格

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



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）

自治体コード 413461 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 市町村名 みやき町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） ・相談窓口強化のための体制整備 20                 15                    図書購入費

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） ・相談員、職員の県外研修会への参加支援 170               120                   研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 ・相談窓口の強化（毎週月、水曜日実施） 1,046            490                   相談窓口開設増分の委託費

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）

・消費者保護の周知広報、消耗品購入 239               200                   周知用色上質紙、カラープリンタートナー

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 - 1,475            825                   -



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） 参考図書購入

（強化） 円滑な相談業務を行うための参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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） ・なしスキルアップのための研修への参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） ・週1回（水曜日）消費生活相談窓口を設置して、相談窓口を開設

（強化） ・週2回（月、水曜日）消費生活相談窓口を設置して、相談窓口を開設

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） ・消費者啓発広報（チラシ作製・印刷用カラートナー）

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．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       300                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       489                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 515               千円

前年度の消費者行政予算 1,416            千円

うち交付金相当分対象経費 786             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 630             千円

今年度の消費者行政予算 1,475            千円

うち交付金相当分対象経費 825             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 650             千円 20年度差 135             千円 前年度差 20              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額　10,000円　→　日額　10,300円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ ・相談員等スキルアップのため研修会への参加支援を行う。

③就労環境の向上

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



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）

自治体コード 413879 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀件 市町村名 玄海町

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
　消費生活相談業務を専門とする特定非営利活動法人
に委託し、定期的に相談室を設ける。

534               400                    11,124円×1人×4回／月×１２月＝533,952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）

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 - 534               400                   -



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） 現在、毎週１回（月４回）、相談員が受け付けるが、多くても４件くらいで、ゼロの日もある。混雑は見られない。

（強化） 更に広報に力を入れ、充実した相談室となるよう法人とも連携していく。

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．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       288                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       534                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 168               千円

前年度の消費者行政予算 504               千円

うち交付金相当分対象経費 378             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 126             千円

今年度の消費者行政予算 534               千円

うち交付金相当分対象経費 400             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 400               千円

うち交付金相当分対象外経費 134             千円 20年度差 -34             千円 前年度差 8                千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額　10,000円　→　日額　10,300円

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 無

②前年度における雇止めの有無 無



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）

自治体コード 414018 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 有田町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 専門書籍の購入 11                 11                    書籍等

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） 相談員の研修参加支援 69                 69                    相談員研修支援

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日開設の拡大 1,484            980                   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）

消費者教育の講師招魂、啓発・啓蒙チラシ等の配布 390               372                   講師謝金50、啓発用チラシ、啓発用色紙

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 - 1,954            1,432                -



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） レベルアップのための書籍の購入

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） 相談員研修支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週1回　毎週木曜日（9：30～16：30）相談員を配置し、相談窓口を開設（6時間）　10,500円×48回＝504,000円

（強化） 週2回　毎週木曜日（8：30～16：30）相談員を配置し、相談窓口を開設（8時間）　14,000円×100回＝1,400,000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）

（強化） 消費者教育のための講師招魂、啓蒙・広報活動のためのチラシ配布

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．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       800                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       979                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 508               千円

前年度の消費者行政予算 2,101            千円

うち交付金相当分対象経費 1,595          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 506             千円

今年度の消費者行政予算 1,954            千円

うち交付金相当分対象経費 1,432          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 522             千円 20年度差 14              千円 前年度差 16              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 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 前年度末

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが主催する消費生活相談員専門講座への参加

③就労環境の向上 ○ 専門書籍の購入

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



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）

自治体コード 414239 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 大町町

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員配置事業 401               211                   消費生活相談員配置事業委託費

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）

消費者向けオリジナルカレンダーを作成 108               108                   消費者向けオリジナルカレンダー作成経費

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）

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 - 509               319                   -



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） 大町町・江北町・白石町において（毎週木曜日）消費生活相談員を配置し、相談窓口を開設（大町町においては年間17回開催）

（強化） 大町町・江北町・白石町において（火曜日・水曜日・木曜日）消費生活相談員を配置し、相談窓口を開設（大町町においては年間36回開

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） 消費者トラブル啓発を掲載した消費者相談用カレンダーを作成し、消費者被害の未然防止と相談日の広報を兼ねて図る。

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．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       133                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       211                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 196               千円

前年度の消費者行政予算 783               千円

うち交付金相当分対象経費 603             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 180             千円

今年度の消費者行政予算 509               千円

うち交付金相当分対象経費 319             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 190             千円 20年度差 -6              千円 前年度差 10              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額　10,000円　→　日額　10,300円

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 無

②前年度における雇止めの有無 無



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）

自治体コード 414247 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 江北町

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の増設を図り、相談員の報酬を向上させる。 401               178                   相談窓口を16日分増設し、１回あたりの報酬を向上。

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）

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 - 401               178                   -



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） 相談日数20日、10,500円/回

（強化） 相談日を16日増設し、相談日36日で月3回相談窓口を設置する。11,124円/回

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．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）

96                         

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       178                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 215               千円

前年度の消費者行政予算 383               千円

うち交付金相当分対象経費 168             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 215             千円

今年度の消費者行政予算 401               千円

うち交付金相当分対象経費 178             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 223             千円 20年度差 8                千円 前年度差 8                千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H25　10,500円/回　→　H26　11,124円/回

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



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）

自治体コード 414255 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 白石町

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）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員の配置（４日/月） 533               266                   消費生活専門相談員委託料

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）

中高生向け消費生活読本の製作及び配布 80                 80                    冊子400部

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 - 613               346                   -



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） 近隣町との連携を行い、相互に相談日の設置を増設することで消費生活相談窓口の強化を図る。

（強化） 消費生活相談員の配置を２回/月から４回/月に増設する。

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） 町民向けのリーフレットの作成

（強化） 年代別に応じたリーフレット作成及び出前講座による注意喚起

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．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       144                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       267                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 252               千円

前年度の消費者行政予算 594               千円

うち交付金相当分対象経費 320             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象外経費 274             千円

今年度の消費者行政予算 624               千円

うち交付金相当分対象経費 346             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 278             千円 20年度差 26              千円 前年度差 4                千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額　10,000円　→　日額　10,300円

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



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）

自治体コード 414417 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 佐賀県 市町村名 太良町

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） 相談員研修参加費 24                 24                    
関東方面1回78,000円、福岡市2回14,000円、九州圏内1回
28,000円 太良町負担分は、120,000円×1/5＝24,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員配置拡充分 633               515                   

消費生活相談員配置 @12,978×244日=3,166,632円（協議会
総事業費）3,167,000×1/5＝633,400円(太良町負担分)
@12,978×38日(日数増)+@1,854×12日(時間増)=515,412円
（対象経費）

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）

教育・啓発用パンフレット作成 67                 67                    
167,500円(A４両面ｶﾗｰﾁﾗｼ全戸配布25,000部)×2回
太良町負担分は、335,000円*1/5＝67,000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 - 724               606                   -



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

（強化） 相談員が研修に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 協議会を設立し、平日は毎日相談窓口を開設できるよう拡充

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） 教育、啓発に使用する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）

（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．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       278                        

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       515                        



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

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

平成20年度の消費者行政予算 126               千円

前年度の消費者行政予算 708               千円

うち交付金相当分対象経費 584             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 124             千円

今年度の消費者行政予算 787               千円

うち交付金相当分対象経費 606             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 181             千円 20年度差 55              千円 前年度差 57              千円

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 人

1      人

相談員数

相談員数 1      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 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○  1時間単価1,429円　→　H26　1時間単価1,854円

うち委託等の相談員 前年度末

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加支援

③就労環境の向上

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


