
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）

平成 21

相談員執務環境整備、時間延長周知・啓発用機材（印刷機・プロジェクター・テレビ等）整備、周知チラシ等作成

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

9,546

857 弁護士等専門家への講師謝金1,735

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員対象の法律知識研修

都道府県名 神奈川県 市町村名 横浜市 自治体コード

事業経費事業名

消費生活相談時間の延長(平成21年4月～)

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

11,501③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

年度141003

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

2,444

講師謝金、チラシ作成・配布

1,595

2,444

消費生活相談時間を平日1時間45分、土日に1時間15分拡大

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

技術士会等委託経費

945

177

旅費、研修費、教材費1,040

857 弁護士等専門家への講師謝金

1,595 図書・ビデオ・図書管理ソフト等、若者向けチラシ等の作成・配布

177

1,040

1,735

相談時間・勤務時間延長に伴う報酬・社会保険料事業主負担分（7月から3月分）8,716                18,492           

-25,320              

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の県主催の研修への参加支援、国の研修への参加支援増

相談員対象の法律知識研修

-

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 945

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

展示・情報資料室の充実、消費者被害防止のための啓発・広報

食品表示・安全に関する講座をセンターで開催

技術士会委託拡充、テスト室機器（マイクロスコープ）整備

法律相談の充実(相談員対象等)

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

37,929           

弁護士謝金

⑮地方苦情処理委員会活性化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

弁護士等専門家を招き、法律知識研修等開催(月1回、時間外に2班に分けて延べ2回)

（強化）

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

県開催の研修に相談員(22名)と主任相談員(3名)を月1回、年12回参加できるよう支援。新たに国の研修派遣者を2～3名に増やす。旅費・研修費・教材費支援

県開催の研修には、相談員の自費による参加、国の研修に相談員（1～2名）を派遣

なし

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談受付時間：毎日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分～午後4時

（強化） 相談受付時間延長：平日(祝日・年末年始を除く)午前9時～午後5時15分、土・日午前9時～午後4時45分、パソコン整備等相談員執務環境整備、啓発機材整備（印刷機・プロジェクター・ビデオ視聴用テレビ・演台等購入）、周知・啓発チラシ等作成

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

弁護士による相談員 の法的助言(月3回)

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化） 食品表示・安全に関する講座をセンターで開催

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

技術士会等専門家への委託回数を月4回程度・4部門に拡充、マイクロスコープ一式を新規購入し、苦情品相談を強化（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

弁護士による相談員への法的助言を月6回とし、必要があれば、相談時に弁護士も同席。

（強化）

（既存）

（既存）

技術士会等専門家への委託(月2回程度、3部門)、既存の機器で対応

既存資料で対応

（強化） 展示・情報資料室に図書・資料・ビデオ・図書管理ソフト等を購入、若者向けチラシ等の作成・配布

（既存）

（強化）

なし

（強化）

相談受付時間延長：平日(祝日・年末年始を除く)午前9時～午後5時15分、土・日午前9時～午後4時45分、相談員の勤務体制：週4日30時間、報酬：月額、勤務時間延長に伴う報酬増

相談受付時間：毎日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分～午後4時、相談員勤務体制：週4日24時間、報酬：日額

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

弁護士による相談員への法的助言(月3回)

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

人

人日

実施形態 研修参加・受入要望

人日年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 人

年間研修総日数

法人募集型

（強化）

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円前年度差 46,554         

315,675         

25,320         

千円

290,355       

-                  千円

8,716

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円

243,801         千円

千円

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用対象人員数

人時間／年6,864

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

22    



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

③就労環境の向上

県開催の研修参加のための旅費を支援、国開催の研修参加者増

①報酬の向上 ○ 日額報酬から月額報酬へと処遇改善できるよう指定管理料を予算化

○ インターネット接続用パソコンの購入・接続環境整備

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組

うち常勤職員の相談員

平成21年度末予定

平成20年度末

平成20年度末 相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

平成21年度末予定人

相談員数

相談員数

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

22    平成20年度末 人

人

人22    相談員総数

相談員数

22    人

人

人

人22    消費生活相談員の配置 相談員総数平成20年度末



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

②消費生活相談員用パソコン等及び消費生活相談員用参考図書購入
③公共交通機関車内用の統一番号・周知用ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ作成及び広
告。統一番号・相談時間延長周知用配布物品作成
④情報コーナー用テレビ、ＤＶＤ機器及びＤＶＤソフト等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①相談時間の延長（電話）
②消費生活相談員の相談環境整備
③機能強化周知
④市民向け情報コーナーの充実

5,714            5,000                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 141305 平成 21都道府県名 神奈川県 市町村名 川崎市

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

①プロジェクター、スクリーン、パソコンの購入
②消費者行政センターの周知及び悪質商法被害未然防止の
ための学生用及び高齢者用の保存用リーフレット等作成・配布

⑭商品テスト強化事業 クリーニングの検査委託契約 53                 53                    クリーニング協会等検査委託契約

⑬消費者教育・啓発活性化事業
①出前講座用機器の充実
②学生用・高齢者用の啓発用リーフレット等の作成・配布

8,000            8,000                

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全関連図書の充実 500               500                   食の安全に関する図書の購入

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

①弁護士及び繊維製品品質管理士等アドバイザー契約
②建築士協会等アドバイス契約

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
①専門的アドバイザー契約
②専門的アドバイス契約

2,750            2,750                

会場費、教材費、外部講師謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員の国民生活センター等が実施する研修
への参加支援（１５名）

355               355                   研修費、旅費、教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 消費生活相談員の知識向上を図るための研修実施 600               600                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

合計 - 17,972           17,258              -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員の自費により参加。

（強化）
①国民生活センター等開催の研修に消費生活相談員１５名・年２回の研修費及び旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 事例をもとにした研究会を年３回実施。

（強化） 消費生活相談員の知識向上を図るための研修会を年４～６回開催する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談業務用のＩＴ環境未整備、参考図書、資料が不十分。

（強化）

①消費生活相談員用パソコン等の機器、消費生活相談員用参考図書を購入し消費生活相談員の相談環境の整備を図る。
②公共交通機関車内用の統一番号・相談時間延長等周知用ポスター・チラシ及び配布品を作成し広告することにより、新たに開設され
る統一電話番号等の周知を図る。
③情報コーナー用テレビ機器等及びＤＶＤソフト等を購入し資料コーナーの拡充を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） 相談事案にもとづき、必要に応じて検査機関に検査依頼を行う。

（強化） クリーニング協会等と事例ごとに年５回程度の検査委託契約。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 出前講座の機材なし。保存用リーフレットなし。

（強化）
①ﾌﾟロジェクター、スクリーン、パソコン等を整備し、出前講座の質の向上を図る。
②消費者行政センターの案内及び悪質商法被害未然防止のための学生用及び高齢者用の保存用リーフレット等を作成・配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 参考図書、資料が不十分。

（強化） 食の安全に関する図書を購入し、資料コーナーの拡充を図る。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 弁護士とは個別方式（書面相談）30分・年16回、研修方式120分・年３回による相談。技術士とは相談事例にもとづく具体的アドバイスを年間1回受けている。

（強化）
高度な相談及び専門的な相談に対応するため。
①弁護士、繊維製品品質管理士等と週1回程度来所によるアドバイザー契約。
②建築協会等から事例ごとに年５回程度のアドイス契約。

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）

①国民生活センタ 等開催の研修に消費生活相談員１５名 年２回の研修費及び旅費を支援。
②その他研修の研修費、旅費及び教材費を支援。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 4,153          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 154,508       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 17,258         千円

平成21年度の消費者行政予算 171,766 千円

平成20年度の消費者行政予算 150,355 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○
①国民生活センター等開催の研修参加のための研修費、旅費を支援
②その他の研修の研修費、旅費及び教材費を支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談員用ＩＴ環境整備及び消費生活相談員用参考図書の充実

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ｈ２１年度委託料の報酬部分の算定基礎額を８．４％増額

人 平成21年度末予定 相談員数 15    うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 15    

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

15    人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 15    人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員のために専門資格者による研修を開催 160 80 講師謝礼

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター機能強化の為の備品等購入 1,966 1,924 備品購入費等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142018 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 横須賀市 自治体コード

-合計 - 2,839            2,717                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝礼・ポスター制作費・教材作成費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 民生委員等研修会 40 40 講師等謝礼・教材作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安心・安全セミナーの開催 114 114

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・研修負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等による相談・相談員への指導・助言 525 525 弁護士等謝礼

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター研修の受講支援 34 34

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談員のために専門資格者による研修を開催 160 80 講師謝礼



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター開催の研修に年１回受講する旅費と研修参加費を支援

（強化） 国民生活センター開催の研修を追加受講（１回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 毎月１回、消費生活相談員全員が事例研究・情報交換を行っている。

（強化） 消費生活相談員を対象として消費者行政に係る研修を実施する講師謝金を支援（年４回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談業務用のＩＴ環境未整備、参考図書、資料が不十分。

（強化）
相談及び啓発（講座）で使用するプロジェクター・パソコン等の購入。
事務室環境整備のため、机、書庫などの備品の購入。図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法被害防止講座（１４回）の開催

（強化） 民生委員等を対象として悪質商法被害防止講座の開催（３回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 年１回、専門家を講師として招聘し食のセミナーを開催している。

（強化） 既存に加え「食の安心・安全セミナー」を市内３箇所で開催

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、弁護士・一級建築士などの専門知識を有する者を活用（指導・助言等）（合計９回）

⑧消費 活相談員等 ｯ 事業（研修 援）
（強化） 国民生活センター開催の研修を追加受講（１回）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -298           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 17,950         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,717          千円

平成21年度の消費者行政予算 20,667 千円

平成20年度の消費者行政予算 18,248 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修参加のための旅費・研修負担金を支援

③就労環境の向上 ○ 相談資料整理用の書庫・棚等を購入し、就労環境の向上を支援

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 8      人 平成21年度末予定 相談員数 8      人

8      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 8      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142034 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 平塚市 自治体コード

-合計 - 10,037           1,469                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

１４４人（増員人数）×１０，２００円（報酬日額）＝１，４６８，８００円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の人数週１６人体制を週２０人体制に強化 10,037           1,469                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 対応する相談員の人数月曜日4人、火曜日から金曜日3人（週延べ16人）体制

（強化） 平成２１年４月から対応する相談員の人数月曜日から金曜日まで毎日4人(週延べ20人）体制に強化（基金による事業実施は７月から）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -2,870         千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,758         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,469          千円

平成21年度の消費者行政予算 15,227           千円

平成20年度の消費者行政予算 16,628           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

5      828             人時間／年 1,469              



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談員への社会保険適用

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 6      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員、担当職員向け研修会を開催 50 50 講師謝金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の一層の機能強化 511               511                   パソコン(インターネット接続）、ソフト等及び執務参考資料の購入等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142042 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 鎌倉市 自治体コード

-合計 - 2,221            2,221                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 地域への出前講座を数多く行い、消費生活センターの周知に努める 1,151            1,151                消費生活ｾﾝﾀｰ周知のﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾃｯｶｰ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ機材の購入等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等の助言を得て専門的な相談への対応力を強化する 479               479                   弁護士等助言事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 神奈川県、国民生活センター等の研修会への参加支援（9名） 30                 30                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談員、担当職員向け研修会を開催 50               50                  講師謝金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） ２０年度　経常経費　出張旅費、研修負担金　73千円(21年度当初同額）

（強化） 県、国民生活センターなどが主催する研修会への参加機会を増やし、相談員等１名が年3回(既存1回から2回）程度参加できるよう旅費を支援。21年度30千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 年に1回から2回、相談員、職員対象の研修会を開催。講師謝金　50千円

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ２０年度　経常経費　消耗品費　29千円(21年度当初同額）

（強化） ２1年度　拡充分　 消耗品費等　511千円（パソコン、ソフト等及び執務参考資料の購入等）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 地域への出前講座を実施（20年度　年16回）

（強化） 出前講座の回数増加。各家庭にセンターの周知のためのﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾃｯｶｰ等を配布。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用機材を購入。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員が電話・メール・ＦＡＸで弁護士とやり取りしながら、相談への助言を得て、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。21年度479千円



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -623           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 12,759         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,221          千円

平成21年度の消費者行政予算 14,980 千円

平成20年度の消費者行政予算 13,382 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県等が開催する研修の参加旅費を増額。相談員１名が年3回(既存1回から2回）程度参加

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 新たに相談員1名を「統括消費生活相談員」とし、日額報酬を400円増額のうえ、社会保険を適用

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 7      人 平成21年度末予定 相談員数 7      人

7      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 7      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 市独自で企画する研修会を開催 30 30 講師謝金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142051 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 藤沢市 自治体コード

-合計 - 3,200            3,120                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 3,000            3,000                消費者啓発用資料作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費・研修参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県等が主催する研修会に相談員等の参加支援を行う 170               90                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 市独自で企画する研修会を開催 30               30                  講師謝金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県や国民生活センター開催の研修には、予算内で参加

（強化） 予算の関係で、研修に参加できなかった相談員等が参加できるように旅費を支援。（相談員１人×３回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 職員対象の研修会（多重債務）を開催

（強化） 市独自でテーマを決め、そのテーマに精通した講師を招いて研修会を開催し、相談員等の知識の向上を図る

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座・消費生活展等を開催し、消費者の知識の向上を図る

（強化） 消費者啓発用資料（消費生活センターの紹介や悪質商法、振り込め詐欺、クーリングオフ等をまとめたもの）を配布する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,981          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 21,714         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,120          千円

平成21年度の消費者行政予算 24,834           千円

平成20年度の消費者行政予算 19,733           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センター開催の研修参加のための参加費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬を８．９％向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 11    人 平成21年度末予定 相談員数 10    人

10    人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 11    人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター機能強化のための備品等購入 942 942 備品購入費等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142069 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 小田原市 自治体コード

-合計 - 2,305 2,305

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活センター周知用冊子の作成及び地域紙等で啓発広報 1,363 1,363 冊子作成費及び地域紙広告掲載費等

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
①相談室の環境不十分②情報提供コーナーが不十分③相談業務用コピー機未設置（他階のコピー機を利用）④来所相談者待機場所
の整備が不十分

（強化）
①相談室の整理を行い、相談環境の整備を図る（ファイリングキャビネット等を購入）②情報コーナーの充実（書庫等を購入）③速やか
に相談記録を作成するためのコピー機を購入④来所相談者専用待機場所が手狭なため、待機場所を整備する（イス等を購入）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活センターの案内を広報誌に掲載。

（強化）
①消費生活センターの案内及び悪質商法被害未然防止のための保存用冊子を10,000部作成する。（市内公共施設等に設置、出前講
座等で活用）②地域紙等で啓発広告を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

14               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,473          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,305          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 6,459            千円

平成21年度の消費者行政予算 8,778            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人 平成21年度末予定 相談員数 4うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

相談員総数 4消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5 人 平成21年度末予定



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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 講師として専門家を招き事例研修会を開催 280 280 講師謝金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 貸出・閲覧用図書、DVD、ビデオの設置 379 300 図書、DVD等購入経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142077 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 茅ヶ崎市 自治体コード

-合計 - 4,147            4,068                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活情報を発信するための掲示板の設置 250 250 掲示板作成及び設置経費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝金、講演会チラシ・看板作成経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市民向けに消費者被害防止のための広報を行う 2,408 2,408 消費生活に関する啓発紙、ステッカーの発行・配布経費及びパンフレット、ポスター、チラシの作成経費

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全に関する講演会の開催 230 230

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士、ファイナンシャルプランナーが同席した相談を開催 600 600 弁護士、ファイナンシャルプランナーへの謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 講師として専門家を招き事例研修会を開催 280 280 講師謝金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 年に数回講師を招き、相談員の勉強会を開催。（講師料の費用負担がない団体等に依頼）

（強化） 法的知識を身に付けるために弁護士（３回）を、また、各分野の専門知識を身に付けるために他の専門家（2回）を講師として招き、相談員のレベルアップを図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） あり。センター内に消費に関する図書・ビデオ等の貸出・閲覧コーナーを開設。

（強化） センターの保有する図書やビデオ等の充実を図り、様々な相談や講座に活用するとともに、庁舎内に新たに掲示板を設置し、市民への情報提供の場として拡充する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活に関する啓発紙、ステッカーの作成・配布及びパンフレット、ポスター、チラシの作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 市民を対象に食の安全等に関する講演会を開催し、啓発を図る。（年1回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活法律相談を開催。（毎月1回計6回開催予定）。家計管理相談を開催（毎月2回計12回開催予定）。



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 新たに掲示板を設置し消費生活に関する情報を発信する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,035         千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,735         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,068          千円

平成21年度の消費者行政予算 15,803 千円

平成20年度の消費者行政予算 12,770 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員対象に行われる研修に対し旅費を支援し、参加しやすい体制を構築します。

③就労環境の向上 ○ 相談員・職員間のコミュニケーションを図り、センター内の情報の共有化を深めます。

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 7      人 平成21年度末予定 相談員数 7      人

7      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 7      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142085 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 逗子市 自治体コード

-合計 - 273               273                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 262               262                   啓発物品等購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加支援、旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の実務的研修への参加支援（4名） 11                 11                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の自費により参加

（強化） 国民生活センター等の研修に相談員全員が参加できるように研修費用及び旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 成人式にパンフレット（契約のきりふだ）を配布

（強化） 啓発物品（マグネット）等を購入し、パンフレットと共に窓口の周知を行う

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 120             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 1,860          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 273             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,133            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,740            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員全員に対し、県や国民生活センター開催の研修参加旅費等を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員、担当職員を対象とした研修会を年２回実施する 60 60 講師謝礼

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの環境整備 2,321            2,321                センター改修費、備品類の購入費（センター３箇所分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142093 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 相模原市 自治体コード

-合計 - 7,633            5,300                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活条例制定周知のためのパンフレット作成 450               450                   条例周知パンフレット作成費

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講座の充実・強化、啓発資料等作成、配布 4,459            2,159                講師謝礼、リーフレット等作成費、啓発用チラシ作成・新聞折込委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士からの助言を受け、高度な相談に対応 240               240                   弁護士謝礼

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援 103               70                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談員、担当職員を対象とした研修会を年２回実施する 60               60                  講師謝礼



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 弁護士相談の制度なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談に係る研修に、相談員の自費により参加（国民生活センター主催のみ旅費を支給）

（強化） 消費生活相談に係る研修に、相談員1名につき年1回以上参加できるよう旅費と参加費用を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 相談員を対象に研修会を実施していたが、予算が無く、希望する講師が呼べない。

（強化） 相談員、担当職員を対象に外部講師による研修会を年2回実施。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターの相談ブースのプライバシー対策などが十分でない。効率的にセンターを運用するためには設備が不十分。

（強化） よりプライバシーに配慮した相談スペースの改修、間仕切りパネル、閲覧用パソコン、相談員参考図書、パンフレットスタンド等の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 　

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座の開催、啓発資料の作成

（強化） 消費生活講座の拡充、啓発資料作成部数の拡充、新聞折込による配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士相談の制度なし

（強化） 高度な相談に対応するために、弁護士から助言を受ける制度を実施



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 消費生活条例のリーフレット作成予定なし

（強化） 消費生活条例周知リーフレットの作成

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 5,209          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 40,525         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,300          千円

平成21年度の消費者行政予算 45,825           千円

平成20年度の消費者行政予算 35,316           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 平成21年度中に相談員の研修参加費用支援を開始する。

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成21年度中に５％報酬を増加する。

人 平成21年度末予定 相談員数 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 10    人 平成21年度末予定 相談員数 10    人

10    人

相談員数 -      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 10    人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員執務環境の向上、データ管理体制等の強化 330 330 機材・事務用機器の設置320千円、執務参考資料10千円

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142107 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 三浦市 自治体コード

-合計 - 2,166 2,166

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 全世帯向け教材配布等啓発により事故の未然防止 1,829 1,829 講師謝金19千円、教材購入費1,449千円、啓発事務機器362千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者行政担当者旅費7千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の基礎知識習得による体制の強化 7 7

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修参加体制の未整備

（強化） 担当職員の研修への派遣に要する費用弁償の整備(４回の研修に参加各１名出席）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 市民相談室を確保し週1回の相談に応需。相談カード等は一般書類と供にロッカーへ保管（施錠無し）。

（強化） 相談員が使用可能なＰＣを配備しデータ管理、相談カード等の保管用ロッカー配備、消費者安全法等関連書籍購入等により環境整備。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 年１回、広報紙に情報掲載　

（強化） イベントと併設した講習会等の開催、全世帯向け教材(注意喚起等冊子)の作成・配布、市庁舎等のポスター等啓発材の作成、掲示

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -4               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 523             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,166          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,689            千円

平成20年度の消費者行政予算 527               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 〇 ＰＣの使用環境の整備、参考図書購入

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2 人 平成21年度末予定 相談員数 2 人

2 人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2 人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 東海大学前駅連絡所に相談窓口を開設 812               812                   ノートパソコン等の事務用機器

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142115 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 秦野市 自治体コード

-合計 - 3,439            3,439                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の報酬及び（通勤費相当の）費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談体制の強化 875               875                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,347            1,347                パンフレットの作成費、講座の委託料、啓発用事務機器

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充） 　 　

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

受講料及び旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門的な消費生活相談への対応強化 315               315                   弁護士会への委託料

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援（４名） 90                 90                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員が自費で参加

（強化） 国センの研修(相談員３名を年２回)に及び県開催の研修（相談員４名を年８回）に参加する相談員の受講料と旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 本庁舎内で週５日消費生活センターを開設

（強化）
新たに東海大学前駅連絡所で消費生活相談を開設（平成２１年４月開設）。パソコン、プリンター、書庫、キャビネット等を購入し、既設セ
ンターの機能強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 週５日のうち３日を１名、２日を２名の相談体制

（強化）
平成２１年４月から１名増員し、週５日すべて２名の相談体制に強化。ＰＩＯ－ＮＥＴへの入力期間短縮のため勤務日数を拡大（基金によ
る事業実施は９月から）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 職員による出前講座及び弁護士によるくらしの法律講座（２回）を平日に開催

（強化） 消費者講座(５回）及び啓発キャンペーン（２回）を休日に開催。地方紙に啓発広告を掲載

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 相談員が県の弁護士相談を活用

（強化） 迅速に専門的な相談に対応できるように、横浜弁護士会に相談員からの相談業務を委託

⑧消費生活相談員等 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国センの研修(相談員３名を年２回)に及び県開催の研修（相談員４名を年８回）に参加する相談員の受講料と旅費を支援

⑰消費者行政活性化 リ ナ 事業（連携強化）
（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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 551             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 5,510          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,439          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,949            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,959            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      501             人時間／年 875                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加時の受講料と旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談員へのパソコンの配備・プリンター、机、椅子の購入及び執務参考図書の 850               850                   パソコン、プリンター、机及び椅子の購入費及び執務参考図書購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142123 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 厚木市 自治体コード

合計 3,349            3,349                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝金

⑬消費者教育・啓発活性化事業 展示室用図書購入、講座用ビデオ作製、講座用備品の購入、チラシの作成等 2,095            2,095                展示室用図書購入費、ビデオ作製委託料、講座用備品購入費及びチラシ作成委託料等

⑫食品表示・安全機能強化事業 食の安全講演会の開催 100               100                   

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活相談員アドバイザーとして弁護士を依頼 300               300                   弁護士謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援 4                  4                      

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） なし

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 予算の関係から研修への出席回数が限定される。（研修参加回数 ２５回程度）

（強化） 研修機会の増加により、消費生活相談員のスキルアップが図られる。（研修参加回数　３０回程度。拡充分５回程度）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談員用にパソコン未配備のため、事業者情報検索等において不便を生じている。また、執務参考図書の不足。（パソコン既存

（強化） リアルタイムな情報入手により、相談者に対して迅速な対応や適切な助言が可能となる。また、執務参考図書購入により消費生活相談員のスキルアップが図られる。（相談員１人１台）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者等に対する悪質商法被害防止のため、啓発活動を実施しているが、消費生活センターの設置が市民に周知されていないことが見

（強化） 高齢者等を対象とした悪質商法被害防止の講座（年間１５回）を積極的に開催するとともに、消費生活センターの業務案内等のチラシ作成等を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示及び輸入食品の知識を身につけるため、食の安全講座を開催する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員への弁護士のアドバイスにより、相談者に対し迅速かつ高度な対応をすることが可能となる。（月５回程度）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 高齢者等への訪問相談を実施する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -375           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 15,017         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,349          千円

平成21年度の消費者行政予算 18,366           千円

平成20年度の消費者行政予算 15,392           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員の研修参加支援、旅費4,000円

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談員へのパソコンの配備、備品購入費750,000円

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） センター基準を満たす消費生活相談窓口の新設 1,032 1,032

消費生活センターに関する周知のため、チラシ等を作成し、配
布する。
事務用機器（ファクシミリ）の設置
＊当初予算72千円（申請済）、補正予算960千円

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142140 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 伊勢原市 自治体コード

-合計 - 1,375            1,375                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の報酬及び（通勤費相当の）費用弁償
＊当初予算30千円、補正予算280千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
増加が見込まれる消費者からの苦情相談等に対応する
ため、相談日の拡大及び相談員の増員

310 310

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者行政担当者が研修に参加するために必要な旅費を支援
する。＊当初予算33千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） レベルアップを図るための研修参加の支援 33 33

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

合計 , ,



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 研修参加について 年１回分の旅費等を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）
現在、消費生活相談窓口は週３日開設。ファクシミリの送受信は、市役所代表番号にて行っている。（相談窓口は庁舎１階、ファクシミリ
設置は３階）

（強化）
センター基準を満たす消費生活相談窓口の新設に伴い、消費生活センターに関する市民への周知のためチラシ等を作成する。また、
相談者の利便性向上及び情報収集の迅速化を図るためファクシミリを新規設置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者からの苦情相談等に、相談員２名により週３日対応している。

（強化） 消費者庁創設に伴い増加が見込まれる消費者からの苦情相談等に、平成２１年１２月から相談員３名により週５日対応する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修参加について、年１回分の旅費等を支援

（強化） レベルアップを図るための研修参加について、事業開始の１０月以降延べ１６人の旅費を支援する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -434           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,192          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,375          千円

平成21年度の消費者行政予算 3,567            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,626            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      168             人時間／年 310                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ レベルアップのための研修参加について、旅費の支援を年１回から月１回に増。

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口の環境改善 585               585                   事務用機器の設置(パソコン等)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142158 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 海老名市 自治体コード

-合計 - 585               585                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターの相談員にはパソコン配備がされていない。

（強化） 事務用機器の設置(パソコン等設置)

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 70               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 8,909          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 585             千円

平成21年度の消費者行政予算 9,494            千円

平成20年度の消費者行政予算 8,839            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士による研修会を実施し、高度な相談へ対応 21 21 弁護士への講師謝金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談業務資機材の充実 256               256                   パソコン及び周辺機器購入・電話機用ヘッドセット購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142166 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 座間市 自治体コード

-合計 - 484               484                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 207               207                   啓発用冊子・啓発用シールの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 弁護士による研修会を実施し、高度な相談へ対応 21               21                  弁護士への講師謝金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 弁護士の助言による研修会を１回程度実施して、高度な専門相談への対応強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談員がインターネットに接続できる端末が整備されていない。

（強化） 相談内容の確認をするため、インターネット環境の整備など、相談用の資機材の充実を図って行く。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 県と共同発行のパンフレット等を作成・購入し、消費生活講座、消費生活展等で活用している。

（強化）
新たに消費者に向けた情報誌”消費生活センター便り”を２回程度発行して、定期的な啓発に取り組む。
啓発シールを作成し、配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 302             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,807          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 484             千円

平成21年度の消費者行政予算 5,291            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,505            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 有給休暇を導入。

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○
相談内容の確認のため、ネット検索環境及び相談カード作成の効率アップを図る
ため、通話用のヘッドセットを導入する。

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の整備 5,375            5,375                
直通電話回線等、パソコン及び周辺機器購入・ＦＡＸ機能付電
話機ファイルキャビネット等の事務用品の購入・啓発マグネット
作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

142182 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 綾瀬市 自治体コード

-合計 - 6,358            6,358                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 783               783                   
講座実施、講座実施用のプロジェクター、スクリーン、デジタル
カメラの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費及び負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修への参加支援(４名) 200               200                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国・県開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 国・県開催の研修に相談員４名を年２４回参加できるよう旅費及び負担金を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 共有の相談室を使用し、内線電話での相談対応

（強化）
消費生活センターとして名称変更、専用相談室及び直通電話回線を設置、備品としてパソコン及び周辺機器購入・ＦＡＸ機能付電話
機・ファイルキャビネット等の事務用品、悪質商法被害防止のための啓発マグネットを作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 説明会を開催(１回)・講座開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国・県開催の研修に相談員４名を年２４回参加できるよう旅費及び負担金を支援



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -218           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 2,453          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,358          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,811            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,671            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国・県開催の研修に参加できるよう旅費及び負担金を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談室の充実及び啓発の強化 118               118                   周知・啓発用什器の購入・設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

143219 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 寒川町 自治体コード

-合計 - 168               168                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発 50                 50                    高齢者向けの講座講師料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） パンフレットスタンドの設置なし

（強化） 待合室に啓発パンフ等を配架するため、パンフレットスタンドを購入・設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 敬老会などの参加者へ被害未然防止啓発パンフレットの配布等実施

（強化） 高齢者向けの悪徳商法被害未然防止のための講座を開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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）対象の常勤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 2,124          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 168             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,292            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,134            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

窓口に関する住民への周知に係る経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 役場窓口、センター窓口の周知 32                 32                    

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

143421 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 二宮町 自治体コード

-合計 - 327               327                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法等未然防止の啓発 278               278                   広報資料・コンテンツ作成・購入費、消費者教育・啓発に必要な機材・事務用機器

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の研修参加支援（１名） 17                 17                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民センター及び県開催の研修会に相談業務に携わる職員が参加し、教材費、旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談窓口を周知するためパネルを作成。（３枚）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） イベント等でチラシ及びリーフレットを配布

（強化） 新たに消費者向けにイベント等で啓発物品（ﾃｨｯｼｭ・ｸﾘﾔﾎﾙﾀﾞｰ等1,000個づつ）の配布を行う。パンフレットスタンドの購入。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 1,819          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 3,039          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 327             千円

平成21年度の消費者行政予算 3,366            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,220            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談コーナー用机、イス、パーティション等の整備

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談窓口を強化するために必要な体制整備を図る 205               205                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

143821 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 箱根町 自治体コード

-合計 - 520               520                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 315               315                   消費者啓発誌を作成し、全戸配付を行う

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 住民用（共用）窓口カウンターでの相談を実施

（強化） 相談コーナー（専用）の整備を図る（机、イス、パーティションを購入し、相談者のプライバシーに配慮した整備を行う）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報、回覧による被害防止啓発の実施

（強化） 被害防止用啓発誌を作成し、全戸配付を行う（冊子名：かしこい消費者になろう）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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）対象の常勤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 579             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 520             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,099            千円

平成20年度の消費者行政予算 579               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

ついたて、椅子、テーブル、パンフレット立て等

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
消費者が相談しやすい窓口とするために、窓口の整備を
する。

            1,300                 1,300

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

143839 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 真鶴町 自治体コード

-合計 - 1,534            1,534                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害の未然防止を図るための、啓発物品の配布、
また、講習会を開催し、普及啓発する。

229               229                   啓発冊子、新聞折込手数料、講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
職員が消費生活に係る知識等を蓄積するために、県等が
開催する研修会に参加する。

5                  5                      

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員もいないが、職員も研修参加していない。

（強化） 研修会に参加し 消費生活に係る知識等を蓄積し 相談業務に活かしていける （職員1人×2回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存） 消費者の相談窓口はない。また、普及啓発用のパンフレット等のコーナーもない。

（強化）
新たに消費者相談窓口を設置することで、相談しやすい相談窓口の環境が整備できる。また、パンフレット等の配架コーナーを設置す
ることで、消費者行政全般について普及啓発できる。(ついたて、椅子、テーブル、パンフレット立て等)

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナ 事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 事業はない。

（強化）
かしこい消費者をめざしてもらうために冊子の購入と講習会を開催する。冊子名：かしこい消費者になろう、全世帯、3500部、講演会：食
の安全・安心講座、新聞定期購読世帯配布に係る折込手数料

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 研修会に参加し、消費生活に係る知識等を蓄積し、相談業務に活かしていける。（職員1人×2回）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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）対象の常勤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 584             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,534          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,118            千円

平成20年度の消費者行政予算 584               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談窓口の整備（相談窓口間仕切り工事・備品購入）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口の整備 536               536                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

143847 平成 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 湯河原町 自治体コード

-合計 - 1,543            1,543                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 冊子購入 1,007            1,007                消費者啓発誌の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） 住民用窓口カウンターと共用

（強化） 相談者のプライバシー保護のため、パーテーションで専用相談スペースを確保、また消費生活センター等との連絡用ｆａｘを購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報による消費生活啓発の実施

（強化） 被害防止用啓発誌を作成し全戸配付を行う（冊子名：かしこい消費者になろう）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -7               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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 622             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,543          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,165            千円

平成20年度の消費者行政予算 629               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の拡充 645               645                   相談室の改修、事務用品及び事務機器の購入、書籍の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

144011 平成 21 年度都道府県名 神奈川県 市町村名 愛川町 自治体コード

-合計 - 1,020            1,020                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発事業 375               375                   啓発チラシ、啓発物品の作成・購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）
（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 専門相談員による消費生活相談を月・木曜日に開設。

（強化）

月・木曜日の専門相談員による相談日以外は職員対応とし、土・日・祝日および年末年始を除く毎日相談を受け付ける。
既存の相談室の改修をし、資料収納のためのキャビネットを設置することで就労環境・相談環境を整える、また内線電話
を直通可能にすることにより、相談・啓発機能を強化する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 町主催のイベント等でチラシを配布。

（強化）
啓発物品等を工夫し、さらなる啓発を図る。またイベントにおける啓発に加え、「悪質商法防止」の啓発チラシ等を全戸回覧配布し、被害の未然防止を
図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）



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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）
（強化）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

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）対象の常勤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 1,222          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,020          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,242            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,224            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 相談室改修

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数


