
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）

基金（交付金相当
分）対象経費

平成 21

備品購入費

対象経費

年度222194自治体コード下田市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

都道府県名 静岡県 市町村名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

177                   
パソコン等を導入し、相談業務の迅速化・正確性を強化
する

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 事業経費

177               

389               389                   --

消費生活相談窓口の周知・PRを図り、消費者被害の掘り
起こしと予防を目指す。

150               ⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

専門相談員育成講座（短期）を受講し、相談員及び担当
職員の専門知識習得を図り相談窓口の高度化に対応す
る

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

62                    

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

62                 

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

150                   

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消耗品費

旅費、研修費、教材費

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）

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

（強化）

相談員用パソコンや録音機器は無く、庁内電話等で情報の収集や伝達を行っている。

パソコン及び録音機器の購入を行い、相談業務の的確な助言や迅速性を強化する。（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

消費生活相談内容の複雑化や被害の多様化に対応するため、相談員及び市職員が県主催の研修に加え国民センターが行う研修を
受講し被害防止や相談対応の向上に役立てる

（既存）

（強化）

県が実施する地区別消費担当者研修会を受講している。

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

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

（強化）

（既存）

既広報に加え、消費生活相談窓口の周知・PRを図るため、のぼりや車に貼るマグネットシート等を作成し、地域に密着した啓発活動を
行う。のぼり、垂れ幕、横断幕、マグネットシート等の広報用品及びパンフレットを購入し充実を図る。

（既存）

（強化）

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）

市の発行する広報紙や回覧板等で年1回程度、相談業務の開催日等を周知している外、県民センターや警察と共同して消費者被害の
予防キャンペーンを実施している。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

受講し被害防止や相談対応の向上に役立てる。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

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）

人

年間研修総日数

自治体参加型

（強化）

（既存）

人

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数

人日

年間実地研修受入総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

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

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度差

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

追加的総費用

千円

対象人員数

-8               千円

389             

千円

299               

291             うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

千円-                  

680               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

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

○

うち常勤職員の相談員

処遇改善の取組

①報酬の向上

県開催の研修参加の旅費及び研修費（教材等含む）を支援する

平成21年度末予定1      

人

人

平成20年度末

消費生活相談員の配置 相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数 1      

相談員数

相談員総数平成20年度末 1      

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

相談員数

相談員数

平成20年度末

平成20年度末

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

人1      

人

相談員数



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）

都道府県名 静岡県 市町村名 自治体コード 21東伊豆町 年度223018 平成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

県実施予定新規研修参加（旅費）

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） 消費者行政担当職員の県内での研修への参加支援 35                 35                    

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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 1,155            1,155                国民生活センター編集の『くらしの豆知識』を全戸配布（印刷製本費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,190                

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）

-合計 - 1,190            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（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

（既存）

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）

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）

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）

（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） 地区別研修会には参加しているものの、他の研修は参加していない。

（強化） 地区別研修会に加えて県開催の研修に参加（静岡　１１，４００円×３回）し、レベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 防止メッセージ入りウェットティッシュの配布（東部消費者行政研究会作成）、地元ケーブルテレビでの広報

（強化） 消費者問題被害防止のために、各家庭に国民生活センター編集の『くらしの豆知識』を配布し、身近にいつでも使えるようにしてもらう。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          千円

平成20年度の消費者行政予算 99                 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,292            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 102             千円 千円前年度差 3                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

河津町 自治体コード 21 年度223026 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

79                 79                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費79千円

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）
消費者担当者のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図るため県主催の研修への
参加支援

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のため啓発を図る 724               724                   消耗品７２４千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

803               803                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 消費者担当者のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図るため県主催の研修に参加し精度を高める（職員１名、年6回予定）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）  

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 身近な情報として「くらしの豆知識」を全世帯に配布(年1回）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 803             千円

平成20年度の消費者行政予算 109               千円

平成21年度の消費者行政予算 919               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 116             千円 千円前年度差 7                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

南伊豆町 自治体コード 21 年度223042 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

85                 85                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員の研修への参加支援（１名）

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）

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 150               150                   ちらし作成（需用費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

235               235                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 東部地区の研修会に参加

（強化） 新たに国民生活センター及び県主催の研修参加分の旅費を支給（相談員１名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 老人会での出前講座を不定期に実施（対象者は高齢者の一部）

（強化） 新たに消費者被害防止のためのちらしを25,000部（5,000部×５回）作成し、全戸配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 235             千円

平成20年度の消費者行政予算 40                 千円

平成21年度の消費者行政予算 335               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 100             千円 千円前年度差 60               



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

松崎町 自治体コード 21 年度223051 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 管理用備品購入 200 200 備品購入費　200

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

49 49

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費　40、使用料及び賃借料　9

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） 担当職員の県内外での研修への参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための広報・啓発活動 1,413 1,413 需用費　1,213　報償費　200

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

1,662            1,662                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談場所の整理ができていない。

（強化） 相談強化のため、消費者行政用資料、書類等管理用の棚を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

（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） 東部地区で開催される事例研究会への参加

（強化） 県内外で開催される研究会（県が主催する高度化研修、国セン研修）への参加（旅費、使用料・通行料等）。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町広報での周知。輪転機による既存チラシの印刷（各戸配布）

（強化） くらしの豆知識全戸配布（3,100部）。また、消費者問題に対する意識向上、啓発のため、２回の講演会を開催する。配布用啓発用品（ボールペン、ポケットティッシュ）の作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,662          千円

平成20年度の消費者行政予算 93                 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,755            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 93               千円 千円前年度差 -                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

西伊豆町 自治体コード 21 年度223069 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

100               42                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員への研修参加支援(1名)

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）

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・広報・周知 1,287            1,287                パンフレット、冊子購入、回覧文書作成（印刷用紙購入）、備品購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,387            1,329                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 県開催の研修に参加

（強化） 県開催の研修参加(年4回)を年6回に増やし、国民生活センター開催研修を追加し、相談員(一般職職員)が参加できるよう旅費の支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 広報誌掲載による啓発(悪質商法注意喚起等)

（強化）
悪質商法被害防止のパンフレット作成、啓発文書の町内配布(年2回)、「くらしの豆知識」全戸配布(4,500部)、啓発活動(パンフレットラッ
ク、掲示用パネルを備品として購入)

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,329          千円

平成20年度の消費者行政予算 210               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,617            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 288             千円 千円前年度差 78               



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

熱海市 自治体コード 21 年度222054 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

44                 44                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費44

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） 担当職員及び相談員の県内での研修へ参加支援

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）

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商品の購入 26                 26                    消費者被害防止キャンペーン用の啓発商品購入費（需用費）26

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

70                 70                    

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 県主催の東部地域消費担当者研修等の開催する研修に参加

（強化） 新たに、県開催の高度専門消費生活相談研修会等に参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） ５月・１２月に年２回消費者被害防止キャンペーンを実施

（強化） 更に消費者被害を防止するためにキャンペーンを強化し啓発を行なうため、キャンペーン用の啓発商品（ウェットティッシュ）を購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 70               千円

平成20年度の消費者行政予算 2,187            千円

平成21年度の消費者行政予算 2,204            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 2,134          千円 千円前年度差 -53             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

伊東市 自治体コード 21 年度222089 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費相談窓口用事務用機器、参考図書の購入 200               200                   備品購入費１９０、需用費１０

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

68                 68                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費６８

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、相談員の各種研修会への参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
講座等開催用資機材及び啓発品等の購入
キャンペーン等広報活動用のチラシ作成のための資材

2,300            2,300                備品購入費４６０、需用費１，８４０

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,068            3,068                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 女性連盟の育成強化のための講座開催等の委託 500               500                   委託料５００

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 市民サービスセンター内にシュレッダーや、 新の消費専門書籍が整備されていない。

（強化） 市民サービスセンター内にシュレッダー、消費専門書籍を設置する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

（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） 職員、相談員が県主催の研修会を受講

（強化） 職員、相談員が県主催に加えて、国センの研修会等、県内外を問わず受講

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 機材、啓発品もなく口頭により講座等を実施

（強化）
パソコン、プロジェクター、スクリーン、教材DVD等講座用資機材及びリーフレット、啓発品等啓発用品（エコバック、ウェットティッシュ）を
購入する。啓発活動等で使用するオリジナルチラシ等作成のため、色上質紙、インク等を購入する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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） 女性連盟へ講座、研修会、キャンペーン等を委託することにより、女性連盟の育成強化へ繋がり、市民への啓発にもなる。

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,068          千円

平成20年度の消費者行政予算 529               千円

平成21年度の消費者行政予算 3,582            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 514             千円 千円前年度差 -15             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県内外研修会参加への旅費の支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

沼津市 自治体コード 21 年度222038 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 啓発講座用備品の整備、執務参考図書を購入 1,231            1,231                

①消費生活センター機能強化事業（新設）

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

90                 90                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

研修に参加するために必要な旅費

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） 相談員及び職員の県内外での研修への参加支援

34                 34                    

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）

講師謝金

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発リーフレット、チラシ、グッズと消費者啓発に必要な機
材の購入、チラシ作成

2,504            2,504                
啓発用備品購入、啓発リーフレット、チラシ、グッズ購入、コート
紙、トナーカートリッジ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関する消費者啓発セミナーの開催

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,859            3,859                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） 消費者啓発講座等に使用する映像機器、啓発チラシを作成する印刷機器がない。また、参考図書を購入する予算がない。

（強化）
新たに投影プロジェクター、スクリーン、モニターテレビ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、カラーレーザープリンター、専用パソコン、DVD
ソフト（食の安全安心啓発に係る消費者教育ＤＶＤ）、パソコンソフト（フォトショップ、イラストレーター）、参考図書を購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

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） 国民生活センター主催の研修には、1年に相談員を1名または2名出席させ、旅費を支給

（強化） 国民生活センター主催の研修以外に 県内開催の研修へも積極的に出席し 旅費を支給

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター主催の研修以外に、県内開催の研修へも積極的に出席し、旅費を支給

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ①国民生活センター作成の消費者啓発用冊子、リーフレットを購入。　②市のホームページへの記事の掲載。

（強化）
①国民生活センター作成の消費者啓発用冊子、リーフレットの購入数量を増加させる。また、ポケットティッシュなど市販の啓発用グッズ
を購入する。　②啓発チラシを作成し、市民へ配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全についての市民向け啓発講座を開催する

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）

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）

（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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,859          千円

平成20年度の消費者行政予算 7,660            千円

平成21年度の消費者行政予算 11,519           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 7,660          千円 千円前年度差 -                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 2      

2      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員
（常勤の臨時嘱託

職員）

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

②研修参加支援 ○ 静岡県内外の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

三島市 自治体コード 21 年度222062 平成都道府県名 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

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機能を強化するための機材を購入
する

271 271

①消費生活センター機能強化事業（新設）

相談ブース用机、イス、パンフレット配架棚、出前講座用ワイヤ
レスアンプ、チューナーユニット、タイピン型マイクロフォン（備品
購入費）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

89 89

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 活相談員養成事業（研修参加支援）

国民生活センター主催研修東京会場短期コース１名派遣、県
主催研修会１名派遣（旅費、会議研修負担金）

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） 消費生活相談員を研修に派遣し資質の向上を図る

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者団体等の消費者教育、啓発を実施する 350               350                   
啓発用小冊子を購入し消費者団体等を含む市民に配布する
（需用費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

710               710                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）
３箇所ある相談スペースのうち１箇所が相談室として不備である。視聴覚機材の無い施設での出前講座を実施しているが声が聞き取り
にくい。現有のパンフレット配架棚は他課と共有しているため手狭である。

（強化） 相談ブース用机、イスの購入。出前講座用ワイヤレスアンプ、チューナー、ピンマイクの購入。パンフレット配架棚の増設。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 東部県民生活センターで開催される研修のみに参加している。相談員２名無資格。

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） 東部県民生活センタ で開催される研修のみに参加している。相談員２名無資格。

（強化） 国民生活センター主催の短期コースに資格取得を目指す相談員１名を派遣。県主催の研修会に相談員１名を５回派遣。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 街頭啓発や出前講座で小冊子を配布。

（強化） みしま生活展や市民ホールを利用し、消費者団体や市民へ啓発冊子を配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）

（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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 710             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,166            千円

平成21年度の消費者行政予算 6,366            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 5,656          千円 千円前年度差 -510           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 2      

2      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○
国民生活センター主催の短期コースに資格取得を目指す相談員１名を派遣、県
主催の研修会に相談員１名を５回派遣し、その旅費、受講料を支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

御殿場市 自治体コード 21 年度222151 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

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ための備品購入、参考図書購入 78 78

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用参考図書消耗品費　17、備品（棚、VHS一体型DVDレ
コーダー1台、ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ）　61

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

293 293

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）

旅費 271 消耗品費 10 負担金12⑧消費生活相談員等ﾚ ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の県内 国民生活ｾﾝﾀ 研修 の参加支援 293 293 旅費　271,消耗品費　10,負担金12

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士との勉強会 147               147                   委託料　147

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） 相談員等の県内、国民生活ｾﾝﾀｰ研修への参加支援、

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための教育、啓発（センターの連絡先
を記載した自治体回覧板作成、パンフレット購入）

839               839                   
消耗品費（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、回覧板購入）　809,備品（DVD等啓発用
品）　30

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,357            1,357                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） DVDデッキ等備品なし。図書については、予算の範囲、相談員自費による購入

（強化） ｾﾝﾀｰ機能強化のための備品（棚、VHS一体型DVDﾚｺｰﾀﾞｰ1台、ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ）購入、参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

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）

東部地域消費担当者研修　担当者か相談員どちらかが出席。司法書士会主催研修6回のうち1回のみ参加。(社）日本損害保険協会等
主催懇談会については欠席。宿泊を伴う出張はできない。

（強化） 相談員等の県内 国民生活ｾﾝﾀｰ研修への参加支援(４名） 2週間の国民生活ｾﾝﾀｰ教育研修参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士等との勉強会は開催せず

（強化） 弁護士と月1回の勉強会開催

（強化） 相談員等の県内、国民生活ｾﾝﾀｰ研修への参加支援(４名）。2週間の国民生活ｾﾝﾀｰ教育研修参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国、県、警察等から送付されたﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを使って悪質商法講座の開催

（強化） 悪質商法講座のためのパンフレット購入。啓発用DVD等の購入。児童期からの啓発のための冊子購入。消費生活センターの連絡先等を記載した自治体回覧板を作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,357          千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922           千円

平成21年度の消費者行政予算 12,646           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 11,289         千円 千円前年度差 367             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県、司法書士会等開催の研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 弁護士との勉強会を開催し、懸案事例などへの素早い対応、知識向上を支援



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）

裾野市 自治体コード 21 年度222208 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 専門書購入、テープレコーダー、電話機購入 200               200                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入費100　需用費100

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

260               260                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費260

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） 県内・外での研修への参加支援

5                  5                      

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5

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発グッズ作成・消費者被害防止講座開催、啓発冊子配布 190               190                   需用費190

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全研修会への参加支援

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

928               928                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活相談・多重債務者無料相談会の実施 273               273                   報償費273

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） テープﾟレコーダー、コピー機能付電話等は所有していない

（強化） 専門書購入、現代消費者法の定期購読。テープレコーダーは講座の講師講話の録音や事業者との交渉時に必要な際に使用。コピー機能付電話機購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） 県内開催の研修に年8回、県外開催の研修に年10日間、相談員2人が参加できるよう旅費を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国民生活センターの「発行者名義差し替え印刷」で高齢者向けパンフレット1,000部作成。警察職員を講師に招き振り込め詐欺注意喚起講座を実施。

（強化） パンフレットやティッシュを作成し、市主催のイベントや講座開催時等に配布。外部より講師を招き、消費者被害防止啓発講座を実施。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 県主催の食品表示・安全研修会への参加。

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）

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）



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）

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） 司法書士による消費生活相談・多重債務者無料相談会を月2回開催。相談者がいない時間は相談員が司法書士に事例等を相談する。（回数月2回）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 928             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804            千円

平成21年度の消費者行政予算 5,682            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 4,754          千円 千円前年度差 -50             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 2      

2      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県内・外開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

伊豆市 自治体コード 21 年度222224 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 市民相談室の新設（平成21年4月1日） 103               103                   備品購入費103

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談業務職員の研修会開催 20 20 報償費20

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

41                 41                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談業務職員の研修会開催 20               20                  報償費20

旅費41

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） 相談員の県内での研修会への参加支援

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）

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及び相談室設置の周知 424               424                   需用費424

⑫食品表示・安全機能強化事業

467               467                   

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

報酬248　費用弁償165

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 非常勤相談員1名増（平成21年7月～平成22年3月）

1,055            1,055                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 新たに市民相談室を開設。ノートパソコンの整備

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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） 司法書士による職員向け勉強会の開催（年2回程度）

（強化） 司法書士による職員向け勉強会の開催（年4回程度）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（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） 職員の都合によりその都度参加

（強化） 相談員1名と職員2名を県内開催の研修会にできる限り多く参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 司法書士による出前講座開催（年3回程度）

（強化）
小学5年生（300名分）対象に消費者啓発冊子（親子用）の配布。消費者相談窓口開設チラシ、高齢者向け悪徳商法被害防止パンフ
レット及びのぼり旗の作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 常勤職員（兼務）2名が相談対応

（強化） 消費者庁設立に伴い、増加が見込まれる相談に対応するため、非常勤の相談員を新たに1名配置し、相談体制を充実させる。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      372             人時間／年 344                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,055          千円

平成20年度の消費者行政予算 91                 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,379            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 324             千円 千円前年度差 233             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 非常勤職員として平成21年4月1日より採用



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）

伊豆の国市 自治体コード 21 年度222259 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

45                 45                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談対応職員の研修への参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 市施設掲示用啓発ステッカー・啓発用グッズ購入 35                 35                    需用費35

⑫食品表示・安全機能強化事業

77                 77                    

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

報酬77

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員2名増員(21年10月～22年3月)

157               157                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 県東部県民生活センター開催の地区別研修会への参加

（強化） 地区別研修会に加え、県開催の食品表示・安全研修会や高度専門消費生活相談研修会等への参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 市広報にて消費者啓発記事を連載

（強化）
市広報誌での啓発の他、消費者啓発用ステッカーを作成し、消費者月間等に市施設等に貼り啓発を促す。啓発品を街頭キャンペーン
等で配布し悪質商法被害防止を呼びかける。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 消費生活相談員1名により、月2回の消費生活相談を実施

（強化） 消費生活相談員を2名増員し、月3～4回の消費生活相談実施など、相談体制を充実させる



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      70               人時間／年 77                  

うち基金（交付金相当分）対象経費 157             千円

平成20年度の消費者行政予算 301               千円

平成21年度の消費者行政予算 394               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 237             千円 千円前年度差 -64             



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 1      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○
地区別研修会に加え、県開催の食品表示・安全研修会や高度専門消費生活相
談研修会等への研修参加費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談員増員により、緊急時などの交代が可能となり、負担が軽減する。

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）

函南町 自治体コード 21 年度223255 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

54 54

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 消費生活行政職員の県内での研修への参加支援（１名）

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）

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 72 72 消耗品費

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

126               126                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 東部消費者行政研修会に参加

（強化） 県開催の研修に消費者行政職員の参加のための旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 窓口配布用消費者啓発用ウェットティッシュ作成（400個）

（強化） 高齢者用（老人クラブ配布1100個）振込め詐欺防止のためのウェットティッシュ作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 126             千円

平成20年度の消費者行政予算 291               千円

平成21年度の消費者行政予算 310               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 184             千円 千円前年度差 -107           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

清水町 自治体コード 21 年度223417 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

62                 62                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員の県主催研修への参加支援（３名分）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者団体等への消費者被害防止のための啓発 1,398            1,398                啓発物購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,460            1,460                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 東部地区開催の研修には、相談員３名参加

（強化） 新たに、県主催の高度化研修に相談員３名を参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活展で、来場者にアンケートを行いその際、チラシの配布を実施

（強化） 消費生活展での啓発活動に加え、新たに消費者団体等に消費者教育に関する冊子の配布（消費者団体、消費生活展来場者・町会合時等）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,460          千円

平成20年度の消費者行政予算 357               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,820            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 360             千円 千円前年度差 3                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 研修参加旅費の負担

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

長泉町 自治体コード 21 年度223425 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

35                 35                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員の県内での研修への参加支援（2名分）

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）

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 273               273                   悪徳商法被害防止のﾘｰﾌﾚｯﾄ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

308               308                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 県開催の研修に年3回参加するための旅費を支援（2名分）

（強化） 県開催の研修に年6回参加するための旅費を支援（2名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのリーフレットを作成し、全世帯に年1回配布

（強化） 高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのリーフレットを作成し、全世帯に年2回配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 308             千円

平成20年度の消費者行政予算 3,262            千円

平成21年度の消費者行政予算 6,141            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 5,833          千円 千円前年度差 2,571          



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数 1      

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 旅費の予算化

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

小山町 自治体コード 21 年度223441 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費

事務所の改修、事務用機器の設置

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

1,008            1,008                

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費者センターの新設(平成21年4月開設)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

112               112                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員の県下での研修への参加支援に加え相談員資格取

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための住民への啓発活動 210               210                   パンフレット｡チラシ

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,623            1,102                

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

報酬・費用弁償

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談件数の増加に対応するため、相談員（臨時職員）２名

2,953            2,432                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし。消費者生活相談窓口を本課に併設

（強化） 新たに消費生活センターを開設（相談専用の部屋設置。相談員用パソコン・電話１台増設）

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）

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）

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）

（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） 東部開催の研修に参加

（強化） 相談員の県下での研修への参加支援に加え、相談員資格取得のための研修支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 同報無線・広報誌等での啓発

（強化）
新たに振り込め詐欺防止用の啓発・パンフレットを作成（全戸配付分　8,000部、青少年用　2,000部）。相談窓口や相談員を広報するチ
ラシを作成し、町内会への回覧（２回）やイベント配布により、住民へ広報する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） なし。

（強化） 相談件数の増加に対応するため、非常勤（パート職員）相談員１名、常勤（臨時職員）相談員１名の、計２名の雇用。



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）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,196.5        人時間／年 1,102              

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,432          千円

平成20年度の消費者行政予算 166               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,660            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 228             千円 千円前年度差 62               



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 -      

2      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

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 ○ 非常勤（パート職員）相談員１名、常勤（臨時職員）相談員１名の、計２名の雇用。



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）

富士市 自治体コード 21 年度222101 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

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相談環境の整備 938 938

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

24 24

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員及び職員の県内での研修への参加支援（4名）

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）

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 542 542 啓発用グッズの購入、消費者啓発用パネルの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,504            1,504                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） 事務机等の備品が十分ではなく、消費生活相談員及び相談者の双方にとって十分な相談環境にない

（強化） 事務机、椅子、ラック等を整備することで、市民が相談しやすく、また消費生活相談員が執務しやすい環境を整備。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） 県が開催する定例の研修及び国民生活センターの研修以外には不参加

（強化） 県開催の研修に相談員及び職員4名を合計年8回参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 高齢者等を対象とした消費者啓発講座において、啓発用チラシを配布。

（強化）
従来より使用していた啓発用チラシに加え、消費者啓発講座において配布する啓発グッズ及び啓発パンフレット購入（消費生活セン
ター名入りのボールペン及び絆創膏を各2,500、高齢者向け啓発用パンフレット600部）。啓発用のパネルを作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,504 千円

平成20年度の消費者行政予算 12,751 千円

平成21年度の消費者行政予算 14,841 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 13,337         千円 千円前年度差 586             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

-      人

-      人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

富士宮市 自治体コード 21 年度222071 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター内設備拡充 2,181 2,181

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器の設置、センター内資料の充実、広報品作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

272 91

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費、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） 相談員の県内外への研修参加（3名）

445 445

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）

講演会開催、啓発パンフレット購入

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 1,404 1,054 啓発パンフレット等作成購入

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関する啓発

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

4,302            3,771                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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消費生活センターは、市民相談と共用フロアであり、事務作業用のスペースもなく、手狭である。センター保有の図書等は市役所建
設（199１年）当時のものがほとんどである。②出前講座・キャンペーン時の際の消費生活センターの役割等周知。

（強化）
①複数の相談員や相談者が座るスペース等の確保、センターに 新の図書等を整備する。②消費生活センターの紹介ＤＶＤを作製す
る。（市内在住の外国人にも消費トラブルに関する相談先・知識等を周知）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（既存） 研修に参加する際の旅費は、宿泊を伴う研修は予算査定では必要額に不足するなど、予算枠の範囲内で調整している。

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） 研修に参加する際の旅費は、宿泊を伴う研修は予算査定では必要額に不足するなど、予算枠の範囲内で調整している。

（強化） 県主催研修への参加回数増加、国民生活センター宿泊研修への参加回数３回から４回へ増加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止キャンペーン時の啓発、消費に関する出前講座・親子消費者教室・講演会の開催

（強化） 悪質訪問業者の立ち入りを防ぎ、消費者トラブルの相談先を記載したシールを市内全戸配布。高齢者等の見守りのため民生委員などに啓発を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） ビデオ・図書の購入

（強化） 新作のビデオ・図書等を購入し、貸出し等を行う。食に関する高名な講師を招請し、講演会を開催し、食の安全安心に対する啓発を行う。「今知っておきたい食品の表示」等の購入。

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）

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）

（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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,771          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,603            千円

平成21年度の消費者行政予算 9,342            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 5,571          千円 千円前年度差 -32             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

-      人

-      人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県等開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 現況、応急の設備等で賄っている環境を相談を受けやすいように向上させる

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）

静岡市 自治体コード 22 年度221007 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談受付時インターネット検索専用のパソコン・プリンターの設置 654               654                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入費654千円(パソコン、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、パネル、パソコンセキュリティボックス)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 「ヤングライフセミナー」受講者に『くらしの豆知識』を配布 504               504                   『くらしの豆知識』2,000冊購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

4,395            4,395                

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

報酬3,903千円、社会保険料492千円（７月～３月）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活センター相談員２名の増員

5,822            5,822                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 物価ダイヤルの設置及び物価アドバイザーの委嘱 269               269                   
備品購入費11千円、修繕料（電話回線の敷設経費）18千円、
謝金240千円

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）
消費生活相談員は相談の処理に際して、インターネットから情報収集することを必要としているが、専用のパソコン・プリンターがない。
相談ブースの増設に伴い、パーテーションが不足する。個人情報が入った「相談カード直接作成システムサーバー」を保護するための
セキュリティーパソコンボックスがない。

（強化）
消費生活相談員が使用するインターネット検索専用のパソコンとプリンターを新規に２台ずつ購入し、インターネットからの情報収集を迅
速に行う。相談ブースの増設に伴い、パーテーションを設置する。セキュリティーパソコンボックスにより、個人情報が入った「相談カード
直接作成システムサーバー」を保護する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高校生、専修学校生、大学生等若者向けの出前講座（ヤングライフセミナー）の実施

（強化） ヤングライフセミナー受講者に啓発冊子として『くらしの豆知識』を配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 消費生活相談員を、静岡窓口に６名、清水窓口に２名（計８名）設置

（強化） 消費者庁創設並びに次期PIO－NETの即日入力体制に備え、消費生活相談員を２名増員した（計10名）。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 消費生活モニターによる28品目の生活関連商品等の価格調査（月１回、年12回実施）

（強化）
新たに、物価の地域特性に詳しい物価アドバイザーを委嘱し、物価ダイヤルや価格調査により収集した情報の分析の助言を受け、生活
防衛に役立つ確かな情報を提供する。

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,169          人時間／年 3,865              

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,822          千円

平成20年度の消費者行政予算 37,029           千円

平成21年度の消費者行政予算 40,341           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 34,519         千円 千円前年度差 -2,510         



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 10    相談員数 8      

10    人

-      人

-      人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

①報酬の向上 ○
21年４月から、月額報酬を、５年以上の経験者については7.7％、５年未満の経験
者については3.5％引き上げた。

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

焼津市 自治体コード 21 年度222127 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談環境の整備、機密保持体制の充実、収納スペースの確保、参考図書購入 264 264

①消費生活センター機能強化事業（新設）

消耗品費　24　　備品購入費　240

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

118 118

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費116　研修参加負担金2

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） 研修参加支援

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止 160 160 備品30　消耗品122　報償費8

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

542               542                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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を閲覧できるパソコンおよび通信環境がない。また、機密情報が記載されている紙面を裁断する機器がない。

（強化） 相談員が情報を収集しやすく、また機密保持を徹底するための環境の整備（インターネット関連環境の整備、シュレッダーの購入）、あわせて資料収納スペースを確保する（収納備品の購入）。また、執務参考図書を揃え、相談に活用する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） 県開催の研修に、既に相談業務にあたっている相談員1名参加のための旅費を支援

（強化） 県及び国民生活センターの研修（次期PIO-NET研修を含む）に相談員が参加できるように旅費及び負担金を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 白黒の自主製作印刷物を講座にて使用

（強化） 新たに高齢者向けの悪質商法被害防止のためのパンフレットを作成（カラープリンター購入）し、講師を招聘し講座を開催する。また講座の開催時に啓発品を使用する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 542             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,316            千円

平成21年度の消費者行政予算 6,587            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 6,045          千円 千円前年度差 -271           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 4      相談員数 3      

4      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

①報酬の向上 ○ 専門資格を持った相談員の報酬単価を１７％増加。

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

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 執務図書購入、インターネット環境の充実、機密保持の強化

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）

藤枝市 自治体コード 21 年度222143 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

69                 69                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員の研修への参加支援

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）

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 32                 32                    啓発グッズ等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

101               101                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 研修には相談員1名の参加

（強化） 研修に相談員３名を交代で参加できるように、また、国民生活センター主催のPIO-NET研修に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための啓発冊子・グッズの購入

（強化） 消費者被害防止のための啓発グッズ（マスク500枚を10月に実施する生活展で配布）・リーフレット（100部）の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 101             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,500            千円

平成21年度の消費者行政予算 4,266            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 4,165          千円 千円前年度差 -335           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

①報酬の向上 ○ 21年度から相談員の報酬単価３％の増額

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

②研修参加支援 ○ 相談員研修参加旅費

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

島田市 自治体コード 21 年度222097 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書の購入 10                 10                    

①消費生活センター機能強化事業（新設）

需用費10

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

26                 26                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費26

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） 国民生活センターで開催される研修への参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品の充実と訪問販売禁止板の作成 303               303                   需用費303

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

339               339                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） 執務参考図書が古く、改正法への対応が必要である。

（強化） 新たに執務参考図書を購入し、相談体制の拡充を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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）

（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） 年1回1名を国民生活センターの研修に参加

（強化） 国民生活センターの研修への参加を2回とする

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 旧島田市、金谷町の高齢者世帯へ訪問販売禁止板を配布。

（強化） 新たに訪問販売禁止板を作成し、旧川根町の高齢者世帯へ配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 339             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,516            千円

平成21年度の消費者行政予算 6,654            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 6,315          千円 千円前年度差 -201           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 平成21年度から、通勤手当相当額を支給する。

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）

牧之原市 自治体コード 21 年度222267 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費

需用費、印刷製本費、工事請負費、備品購入費、車両購入費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

9,076            9,022                

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの新設（平成22年度内に開設予定）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

122               93                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員及び相談に従事する職員の研修への参加支援

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）

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 882               817                   中学生、高校生、新成人、高齢者向けパンフレットの作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

10,080           9,932                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 消費生活相談窓口は、本室内に設置されている。

（強化） 消費生活相談窓口を、新たに消費生活センターとして開設する。備品購入（事務机、イス、キャビネット、車両等）、印刷製本費（センター周知チラシ作成）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）

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）

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）

（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） 国民生活センター主催研修１回参加

（強化） 当初、国民生活センター主催研修４回参加予定としたが、１回参加。県主催事例検討会への参加　

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 新成人（200部）、高齢者（300部）向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成。

（強化） 新たに中学生、高校生向けの悪徳商法被害防止のためのパンフレット作成。新成人600部、高齢者500部に増刷。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,932          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,075            千円

平成21年度の消費者行政予算 13,695           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 3,763          千円 千円前年度差 2,688          



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 3      相談員数 3      

3      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

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

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）

吉田町 自治体コード 21 年度224243 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

48                 48                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費（1名）

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） 相談員等の県内での研修等への参加支援

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者行政に対する理解を高める研修を開催
消費者被害防止啓発のための広報活動

2,124            2,124                研修資料費、町内全戸配布パンフレット・シールセット等作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

2,172            2,172                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 昨年度まで地区別研修会に参加

（強化） 今年度からは県主催の高度消費生活相談研修会等に相談員（担当者)が参加できるように旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ①昨年度まで研修を開催していない。②町広報誌に消費生活関係の記事を掲載。

（強化）
①消費者行政に対する理解を高める研修を開催（町民等を対象）。②消費者被害防止のためのパンフレット及びシールセット（8,500部）
を作成、町内に配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,172          千円

平成20年度の消費者行政予算 160               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,700            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 528             千円 千円前年度差 368             



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

磐田市 自治体コード 21 年度222119 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

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）

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

265               265                   

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

報酬258　費用弁償7

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員1名の出勤日を週あたり1日増加（21年7月～22年3月）

265               265                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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） 非常勤の相談員2名が週2日勤務及び週3日勤務で相談に対応

（強化） 消費者庁創設に伴い増加が見込まれる相談に対応するため、非常勤の相談員のうち1名の出勤日を1日増やし、相談体制を整える。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      255.75 人時間／年 265                

うち基金（交付金相当分）対象経費 265             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,853            千円

平成21年度の消費者行政予算 3,474            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 3,209          千円 千円前年度差 -1,644         



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 2      

2      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

掛川市 自治体コード 21 年度222135 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 実務参考図書の購入 20 20

①消費生活センター機能強化事業（新設）

需用費(実務参考図書) 20

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

80 80

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費 80

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・担当職員の研修への参加支援(２名)

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）

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 317 317 需用費(出前講座用資料、啓発グッズ購入) 317

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

417               417                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） 市費の範囲内で相談用参考書籍を購入。

（強化） 相談用参考書籍をさらに充実させるための購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） 市費の範囲内で担当職員１名・相談員1名が県主催の既存研修会へ参加。

（強化） 担当職員1名・相談員1名が県主催の新規研修会や司法書士会研修会へ参加。（参加予定回数：約12回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座にて、市費の範囲内で資料を作成。

（強化） 出前講座の内容充実の為、高齢者向け・消費者団体向けの啓発資料を購入。消費者イベントにて啓発グッズ（絆創膏2000ヶ）を配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 417             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,856            千円

平成21年度の消費者行政予算 5,186            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 4,769          千円 千円前年度差 -87             



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数 1      

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 実務参考図書の充実

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）

袋井市 自治体コード 21 年度222160 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談コーナーの環境改善、相談参考資料の拡充 121               121                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入費、工事費、書籍購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

163               163                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費、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・担当職員の研修参加支援

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）

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

284               284                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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相談員・相談者が課内の電話を使用　②相談コーナーのパーティションが不足している　③法改正後の資料なし

（強化） ①相談コーナーに電話機を設置　②パーティションを増設　③相談解決参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） ①予算無し　②なし　③相談員の自費により参加

（強化） ①国民生活センター開催の研修に参加　②県開催の研修に参加　③弁護士開催の事例検討会の旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 284             千円

平成20年度の消費者行政予算 842               千円

平成21年度の消費者行政予算 1,012            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 728             千円 千円前年度差 -114           



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数 1      

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 弁護士・司法書士が行う事例検討会参加を業務として位置づけ、旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

御前崎市 自治体コード 21 年度222232 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口用備品等の購入 1,000 1,000

①消費生活センター機能強化事業（新設）

パソコン、机、イス、収納棚、参考図書などの購入、表示板の作成など、

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

271 100

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 相談員等の研修への参加

700 700

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、啓発用グッズ・パンフレットの作成など

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用グッズの作成・出前講座の開催・HPの開設 3,237 2,800 HPの開設、高齢者向けパンフレット等、啓発グッズの作成など

⑫食品表示・安全機能強化事業 相談員等の研修への参加・啓発グッズの作成

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

5,208            4,600                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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） 消費生活相談専用の相談スペースがない。

（強化） 消費生活相談専用の相談スペースを設置し、そこに必要な備品などを購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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）

（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） 県主催の研修等に参加している。

（強化） 県主催の研修に加え、国民生活センターなどが主催する研修にも積極的に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法防止用ポケットティッシュを作成。

（強化） 高齢者向けパンフレットや啓発グッズ（うちわ１００００個など）の作成、ホームページを開設する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 特になし

（強化） 研修へ参加するための旅費を支援する。啓発用グッズ（マイ箸１０００個など）を作成する。

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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,600          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,931            千円

平成21年度の消費者行政予算 7,400            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 2,800          千円 千円前年度差 -131           



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数 1      

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 実務的な研修に積極的に参加できるように旅費を支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

菊川市 自治体コード 21 年度222241 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談員必要機材、事務用品の購入 300 300 パソコン、必要事務用品購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

63 32

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

相談員・職員の旅費

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、職員の県内での研修への参加支援

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）

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 50 50 出前行政講座用の教材（ﾋﾞﾃﾞｵやリーフレット等）購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

145 57

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

相談員報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 消費者被害防止のためのネットワーク強化 50 50 高齢者・障がい者向けリーフレット等の作成、研修会開催

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 センター設置の準備段階で非常勤相談員を配置する（21年10月～22年3月／月２日）

608               489                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談員用の機材、事務用品は一切なし

（強化） 相談員の配置に際する、パソコン及びプリンターの購入。参考図書、センターＰＲ用ポケットティッシュ購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

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） 県開催の研修に年４回参加（在宅相談員２名・職員：旅費支給）

（強化）
県開催の研修に年５回参加（相談員２名（在宅含む）・職員：旅費支給）。県開催の高度研修に年２回参加（相談員・職員：旅費支給）。
西部県民生活センターでのOJT（実地研修）実施（相談員：旅費支給／２日分） 県開催の食品表示・安全研修に年２回参加（相談員・

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 西部県民生活センターでのOJT（実地研修）実施（相談員：旅費支給／２日分）。県開催の食品表示・安全研修に年２回参加（相談員・
職員：旅費支給）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前行政講座「気をつけて！悪質商法」開催（年５回程度）、ビデオは１種類、リーフレットはなし

（強化） 出前行政講座の充実を図るため新しい教材（ビデオやリーフレット等）購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 民生委員、介護・障がい事業所への「菊川市高齢消費者・障がい消費者見守りネット」への協力依頼（見守り、相談窓口への誘導）のみ

（強化） 見守りネット事業を充実する又は周知するためのリーフレット等を作成 消費者被害に関する研修会開催

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 職員が相談業務に対応、相談員は研修や緊急的な相談時のみの勤務

（強化） センター設置に向けて徐々に非常勤職員を配置（月２回／H21.10～H22.3）。勤務日の増加（延べ２人。７日）。

（強化） 見守りネット事業を充実する又は周知するためのリーフレット等を作成、消費者被害に関する研修会開催



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）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2（在宅含む） 95               時間／年 57                  

うち基金（交付金相当分）対象経費 489             千円

平成20年度の消費者行政予算 285               千円

平成21年度の消費者行政予算 864               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 375             千円 千円前年度差 90               



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 2      相談員数 2      

2      人

-      人

-      人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加必要経費を支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 平成21年10月から在宅相談員２名のうち１名を市役所に勤務する相談員として設置



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）

森町 自治体コード 21 年度224618 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

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）

19                 12                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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） 職員の県内での研修への参加支援

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）

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 748               730                   需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

767               742                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

（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） 西部の地区別研修会及び事例検討会への参加（３回）

（強化） 西部地区別研修会の他、県主催「高度専門消費者生活相談研修」などへの参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報や無線による啓発や呼びかけ

（強化） 高齢者被害防止のための啓発冊子を全戸へ配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 742             千円

平成20年度の消費者行政予算 248               千円

平成21年度の消費者行政予算 990               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 248             千円 千円前年度差 -                



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人相談員数

-      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

浜松市 自治体コード 21 年度221309 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務用機器の設置及び専門図書購入 800 800

①消費生活センター機能強化事業（新設）

備品購入費700,000、需用費100,000

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

350 350

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費340,000、研修参加者負担金10,000

⑨消費生活相談窓口高度化事業 相談員への助言弁護士 240 240 報償費240,000

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） 相談員の研修参加

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）

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事業 850 850 報償費230,000、需用費540,000、使用料及び賃借料80,000

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

2,240            2,240                

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談員用のパソコン等を配備してなかった。 新の専門図書がない。

（強化） 文書作成・統計調査用パソコン及びパソコン用プリンターを設置し、調査用にデジタルカメラを購入。新たな専門図書を購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

（既存） 助言弁護士を配置していない

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） 消費生活相談員研修（専門・事例講座４名参加）。

（強化） 相談員養成講座(名古屋市)や県主催の高度専門消費生活相談研修等を追加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 助言弁護士を配置していない。

（強化） 助言弁護士の配置。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講演会（年１回）、くらしのセミナー（年８回）の開催

（強化） 巡回学生講座（年間11校）、消費者ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座（年８回）の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,240          千円

平成20年度の消費者行政予算 17,291 千円

平成21年度の消費者行政予算 19,160 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 16,920         千円 千円前年度差 -371           



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

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

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 5      相談員数 5      

5      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

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

②研修参加支援 ○ 高度専門研修等への参加

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

湖西市 自治体コード 21 年度222216 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費

実務参考資料購入 

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

29                 13                    

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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者相談窓口を設置
                            （平成21年4月）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

⑦消費生活相談員等 ﾞ ｱ 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）

418               330                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
相談員等の国民生活センター主催の研修会などへの参
加支援（４名）

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）

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 355               354                   
リーフレットの差し替え印刷（講座、街頭啓発時に配布）（需用
費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

565               115                   

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

報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 非常勤相談員の相談日を1日追加する（週３日から４日に）

1,367            812                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 相談窓口を週３日開設している。参考図書として消費者六法の購入

（強化） 相談窓口を週４日開設する。（平成21年４月から）　消費者六法の購入に加え、月刊「国民生活」及び解説本の購入

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）

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）

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）

（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） 県主催の研修会に参加。

（強化） 国民生活センター（年間延べ９講座）や県主催の高度専門消費生活相談研修会等（延べ１８回）に参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座を開催している。リーフレット等はなし。

（強化）
新たに「高齢者見守りネットワーク」を組織化する。国民生活センターなどで発行しているリーフレットを購入する。出前講座の開催回数
を増やす。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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３日相談員が対応

（強化） 21年4月から相談件数の増加に対応するため相談員による相談日を週４日にし、相談体制を充実させる



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      96               人時間／年 115                

うち基金（交付金相当分）対象経費 812             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,030            千円

平成21年度の消費者行政予算 1,812            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 1,000          千円 千円前年度差 -30             



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

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

処遇改善の取組 具体的内容

平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人 1      相談員数 1      

1      人

人

人

相談員数

人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

①報酬の向上 ○ 日額報酬（３時間）を20％向上　（3,000円から3,600円に）

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

②研修参加支援 ○ 相談員が研修会に参加できるよう旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

新居町 自治体コード 21 年度225037 平成都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談事業強化のための執務参考資料購入 6                  6                      執務参考図書６

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

33                 33                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費３３

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） 相談担当職員の県内での研修への参加支援（１名）

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）

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 102               102                   啓発パンフレット作成（全戸配布）、啓発講座用教材

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

141               141                   

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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） ５年前に購入した参考図書で、対応していた。

（強化） 新しい参考図書を購入し、相談窓口や研修に対応する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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） 西部地区の事例検討会（３回）のみ参加していた。

（強化） 県で実施する消費者相談に関する研修に相談職員が参加し、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）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者月間・年末ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間に、啓発チラシを街頭で配布していた。

（強化） 新たに悪質商法被害防止のためのパンフレットを作成し、全戸配布する。啓発講座用教材として、食品表示に関する冊子を購入する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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）



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）

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）

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

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 141             千円

平成20年度の消費者行政予算 230               千円

平成21年度の消費者行政予算 371               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 230             千円 千円前年度差 -                



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数

人平成20年度末 平成21年度末予定

相談員総数 -      人

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

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

人相談員数

平成21年度末予定 人

平成20年度末 相談員数

相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数うち委託先職員等の相談員

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


