
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）

対象経費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

384               合計

222194 平成 22

基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 下田市

事業経費

自治体コード

事業の概要事業名

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

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

-

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

年度

384               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る。 旅費75　負担金1893                    

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

-93                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）
⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

消費生活相談内容の複雑化や被害に対応するため、相談員及び市職員の研修会参加を今までより増やし、被害防止や相談対応の向上を図る。

（強化）

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）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

⑭商品テスト強化事業

（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）

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）

（強化）

（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。（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

（強化）

人日

年間研修総日数

千円680               

追加的総費用

千円291             

千円

-                千円

（既存）

千円

千円

前年度差

291             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円平成22年度の消費者行政予算 384               

93               

（既存）

千円

研修参加・受入要望

年間実地研修受入総日数

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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）

実地研修受入人数

参加者数

実施形態

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 389             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算

（強化）

自治体参加型

法人募集型



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

県開催の研修参加の旅費及び研修費（教材含む）を支援する。

④その他

1      人 平成22年度末予定

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

○

具体的内容

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末

平成21年度末うち定数内の相談員

平成21年度末

人

消費生活相談員の配置 平成21年度末

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定1      

1      相談員総数

相談員数

人

相談員数

相談員総数

相談員数

人

人

人

人

相談員数

相談員数

1      



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）

東伊豆町都道府県名 静岡県 市町村名

対象経費

自治体コード 223018 平成 22 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

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）

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）

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）

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） 消費行政担当職員の県内での研修への参加支援 169               92                    旅費91,200円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

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）

⑭商品テスト強化事業

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

合計 - 169               92                    -

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）

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）

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） 平成21年度は活性化基金を活用し、県開催の研修に参加（静岡11,400円×3回）し、レベルアップを図った

（強化） 引き続き、県開催の研修会に参加（静岡11,400円×6回、沼津5,700円×4回）し、更なるレベルアップを図る

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）

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,190          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 102             千円

平成22年度の消費者行政予算 169               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 92               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-25             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 77               



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 河津町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223026

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

66                 66                    

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66

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） 県主催の研修に参加

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 啓発用冊子の全戸配布（3,000部） 819               819                   啓発用冊子等印刷費819

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

885               885                   

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）

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） 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5回予定）

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） 啓発パンフレット「ゼッタイにだまされない!!」、啓発冊子「消費者トラブル注意報!」を作成し全世帯に配布する。（各3,000部）

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 803             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 116             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,016            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 885             千円

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

15               千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 南伊豆町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223042

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

45                 45                    

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

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 消費者被害防止啓発講座の開催 330               330                   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

375               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）

-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）

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） 東部地区の研修会に参加

（強化） 上記に加え、相談員の研修参加分の旅費を支給

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） 消費者被害防止のためのちらし作成

（強化） 消費者被害防止のための講座開催（講座用放送用品ポータブルワイヤレスマイク購入）

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 235             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

平成22年度の消費者行政予算 475               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 375             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 松崎町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223051

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

163               163                   

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）

研修等参加旅費（126）、通行料（8）、駐車料（29）

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） 相談員の育成及び職員研修等への参加

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 啓発グッズ印刷・購入 60                 60                    ﾘｰﾌﾚｯﾄ印刷費（60）

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

223               223                   

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）

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）。

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） 21年度は啓発グッズとして、ティッシュやボールペンを作成し、町民に配布し啓発活動を行った。

（強化） 今年度も引き続き啓発グッズの作成を行い、啓発活動を続けていく。

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 1,366            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,333          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 33               千円

平成22年度の消費者行政予算 243               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 223             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-13             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 西伊豆町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223069

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

66 66

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

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・広報・周知 455 455 パンフレット、冊子購入、回覧文書作成

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

521               521                   

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）

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） 県開催の研修に参加

（強化） 県開催の研修に参加8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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 21年度に活性化基金を活用し、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

（強化） 前年度に引き続き、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）、啓発グッズ（ポケットティッシュ）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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 1,540            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,302          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 238             千円

平成22年度の消費者行政予算 703               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 521             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-56             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 182             



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 熱海市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222054

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

68                 68                    

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

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 713               713                   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

781               781                   

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）

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） 県主催の東部地域消費担当者研修等に参加

（強化） 上記に加え、県主催の高度専門消費生活研修会等に参加

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） 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） 消費生活啓発広報用の回覧板購入

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 2,160            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 62               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,098          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,671            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 781             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-208           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,890          



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

県主催の研修参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 伊東市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222089

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口用事務用機器、参考図書の購入 190               190                   備品購入費１８０、需用費１０

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

152               152                   

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１５２

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 講座開催用資機材及び啓発品等の購入 1,639            1,639                需用費１，６３９

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

2,281            2,281                

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及び講座開催等の委託 300               300                   委託料３００

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） チラシ、案内等はカウンターなどに設置している。

（強化） 相談窓口にパンフレットスタンド等を購入し、チラシ等市民にわかりやすいよう設置する。また消費専門書籍等を購入する。

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）

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） 職員、相談員が主に県内で実施される研修会へ都合により参加している。

（強化） 職員、相談員が県内外を問わずに積極的に研修会へ参加する。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 平成２１年度活性化基金の活用により、機材、啓発品等を購入した。

（強化） 更なる啓発活性化等のため、啓発グッズ、チラシ作成用用紙・インク及び啓発用のぼり旗の啓発用看板を作成する。

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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 平成２１年度活性化基金の活用により、女性連盟の育成強化のため、講座、研修会、キャンペーン等を委託した。

（強化） 女性連盟の更なる育成強化のため、講座、研修会、キャンペーン等を委託する。

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,003          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 579             千円

平成22年度の消費者行政予算 2,755            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,281          千円

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

-105           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 474             



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

県内外研修会参加への旅費の支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 沼津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222038

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

25                 25                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料購入費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

法令改正等に対応するための参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

79                 79                    

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）

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） 相談員及び職員の県内での研修への参加支援

10                 10                    

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）

会場借料、教材作成・購入費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発回覧板作成、リーフレット、チラシ、グッズ作成・購入 4,169            4,169                
回覧板作成費、啓発リーフレット・チラシ作成用材料購入費、啓
発リーフレット・チラシ・グッズ購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業 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

4,283            4,283                

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） 必要な執務参考図書を充分に購入する予算がない

（強化） 法令改正等に対応して参考図書を購入する

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）

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） 国民生活センター主催の研修には、1年に相談員1名を出席させ、旅費を支給

（強化） 県内開催の研修へも積極的に出席し、旅費を支給　研修参加回数を増加

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） 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）
市販の啓発リーフレット・名入れマグネットクリップ等啓発グッズ購入・配布
啓発記事をプリントした回覧板台紙を8,700部作成し、自治会に配付　　　　　啓発チラシを作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 平成21年度から基金を活用して食品表示に関する市民向けセミナーを開催

（強化） 引き続き食品表示に関する市民向けセミナーを開催

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 11,309           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,846          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,463          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,984           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,283          千円

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

238             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,701          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

県内開催の研修への出席旅費支給

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 三島市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222062

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

64 64

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）

消費生活専門相談員受験対策講座１名派遣、県主催研修会１
名派遣　各旅費

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 出前講座用機材やＤＶＤ類、冊子購入。啓発シール全戸配布。 2,231 2,231
ノートパソコン、プロジェクター、スクリーン、DVD類、消費者被
害防止啓発シール、冊子類

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

2,295            2,295                

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）

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。

（強化） 県主催の消費生活専門相談員受験対策講座に資格取得を目指す相談員1名を派遣。県主催各研修会に相談員1名を派遣。

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を実施している。

（強化） パソコン、プロジェクター等を購入し啓発用DVD等を出前講座で視聴する。啓発用シールを全戸配布する。啓発用小冊子を配布する。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 710             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,656          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,114            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,295          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

163             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,819          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

各種研修会出席のための旅費を支給

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 御殿場市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222151

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

251               251                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務用参考図書消耗品費16　備品購入費（ｶｳﾝﾀｰ、TV)　235

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

センター機能強化のための備品購入、参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

405               405                   

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383　消耗品費10　負担金　12

⑨消費生活相談窓口高度化事業 懸案事例について、弁護士を招いて勉強会を行う 210               210                   弁護士委託料　210

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） 相談員等の県内外、国民生活センター等の研修参加支援

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 消費者被害防止のための教育、啓発 569               569                   
消耗品費（啓発用パンフレット等購入費）　539、備品（啓発用
DVD等購入費）　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

1,435            1,435                

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）

カウンターがないため、棚を臨時的にカウンターとして利用。参考用資料（DVD等）については、相談員が自宅に持ち帰り視聴。執務参
考資料の不足。

（強化） カウンター等備品を購入し、機能強化、相談員の負担減を図る。執務参考資料を購入し、更なる拡充を図る。

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）

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行っていない

（強化） 弁護士との勉強会を月一回行う

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は、担当者・相談員どちらかが出席。司法書士会主催研修は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） 相談員等の県内外、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）
（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等購入、市民意識啓発として「くらしの豆知識」窓口配架、啓発用DVD購入、消費生活センター連絡
先を記載した自治会用回覧板作成

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,357          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,289         千円

平成22年度の消費者行政予算 13,929           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,435          千円

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

1,205          千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,494         



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

県、司法書士会、国民生活センター等開催の研修参加のための旅費支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

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。備
品（TV）を購入し、参考資料等を自宅に持ち帰って視聴する負担を軽減する。



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 平成市町村名 裾野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222208

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

280               280                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料購入費、書籍棚等の購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

専門書、現代消費者法の定期購読。書籍棚等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

260               260                   

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

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

9                  9                      

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

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 240               240                   啓発グッズ購入費、講師謝金、啓発冊子購入費

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

1,500            1,500                

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 711               711                   講師謝金

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） ２１年度は基金事業により現代消費者法、書籍棚等を購入したが、啓発パンフレット用の書籍棚が不足している。

（強化） 割賦販売法の参考資料の購入。啓発パンフレット用の書籍棚等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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） 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。

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）

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

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。

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

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

平成21年度の消費者行政予算 4,620            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,545          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,075          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,600            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

25               千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,100          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

県内・外開催の研修参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 伊豆市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222224

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

60                 60                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 司法書士による職員対象研修会 50                 50                    謝礼50

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費60

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） 相談員と担当職員県内開催の研修会に参加

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冊子、パンフレット等の作成 1,150            1,150                需用費1,150

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

1,260            1,260                

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） 司法書士による職員向け勉強会の開催（年1回程度）

（強化） 司法書士による職員向け勉強会の開催（年3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）

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） 職員の都合によりその都度参加

（強化） 相談員、担当職員を県内開催の研修会に参加できるよう旅費を支援

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） 悪徳商法被害防止啓発冊子、クーリングオフセット、消費生活リーフレット等の配布（全世帯対象）

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,055          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 324             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,790            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,260          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

206             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 530             



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21年度末 相談員総数 1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

県内開催の研修会に参加できるよう旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 伊豆の国市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222259

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

200               63                    

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）

研修会参加旅費

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） 県開催研修への参加

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 啓発用パンフレット購入、出前講座実施 126               126                   啓発用パンフレット購入、講師謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

391               244                   

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

相談窓口強化と増加する相談に対応するため相談日数拡大（相談員報酬、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 相談員による相談日数の拡大

717               433                   

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）

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） 県東部県民生活センター開催の地区別研修会に参加

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 広報にて啓発記事を連載

（強化） 啓発用パンフレット（高齢者向け300部程度、悪質商法の手口など300部程度）を購入、相談員による出前講座実施

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） 相談員1名で月に2回相談を実施

（強化） 相談員2名で週に1回相談を実施



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）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      200             人時間／年 244                

平成21年度の消費者行政予算 436               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 157             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 279             千円

平成22年度の消費者行政予算 747               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 433             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

35               千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 314             



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 函南町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223255

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

54                 54                    

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

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） 行政職員の県内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活動 68                 68                    消費者教育・啓発に必要な器材・事務用機器

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

122               122                   

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）

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） 行政職員の県内研修会への参加支援

（強化） 行政職員の、より多くの県内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）
（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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 328               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 208             千円

平成22年度の消費者行政予算 318               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 122             千円

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

-12             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 196             



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

-      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 清水町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223417

事業の概要 対象経費事業名

年度22

備品購入費（事務机・椅子等）需用費（センター案内印刷費）①消費生活センター機能強化事業（新設） センター設置に伴う備品の購入等 1,254            1,254                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

134               134                   

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

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等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 町民への消費者被害防止を呼びかける啓発活動等 1,299            1,299                需用費（啓発冊子購入費、啓発グッズ購入費）

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,113            1,862                

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

賃金

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 常勤相談員を配置し、相談窓口の設備を図る

4,800            4,549                

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） センターに常駐する相談員用机･椅子等が不足している。新設したセンターの案内広報が必要。

（強化） センターに常駐する相談員用机･椅子等を購入する。新設したセンターの案内チラシを町内に全戸配布する。

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） 県・地区開催の研修に、相談員を参加

（強化） 県・地区開催及び国民生活センターの研修に、相談員等参加できるよう旅費を支援

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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）

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） 消費生活展での啓発活動及び消費者団体等に消費者教育に関する冊子の配布を行った。

（強化） 消費者団体等だけではなく、小学生（３・６年生）と中学生に消費者教育に関する冊子の配布。町民に対し、悪質商法の啓発を行う。

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） 週１回の相談員の報酬・費用弁償

（強化） 相談窓口の整備を図るため常勤相談員１名の賃金。窓口開設を週５日時間9:00～16:00に拡大する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,680          人時間／年 1,862              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,451          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 369             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,869            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,549          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-49             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 320             



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

研修参加費の負担

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他 ○ 常勤相談員配置による相談窓口の整備



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 平成市町村名 長泉町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223425

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

35                 35                    

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35

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） 消費生活担当職員の研修参加支援（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                   需用費（啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ購入費）209 役務費（広報折込料）64

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）

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） 県開催研修に年3回参加するための旅費を支援（2名分）

（強化） 県開催研修に年6回参加するための旅費を支援（2名分）

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2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3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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 308             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,833          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,449            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 308             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

308             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,141          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

旅費支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 小山町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223441

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

35                 35                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 需用費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活相談に対応するための参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

142               142                   

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士・司法書士等による相談等の開催 60                 60                    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） 国民生活センター主催の研修に参加

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 パンフレット・啓発資料の作成・配布 80                 80                    需用費（パンフレット印刷）

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,871            3,871                

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

賃金

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 常勤相談員2名の配置

4,188            4,188                

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） 昨年度センターを新設したが、様々なケースの消費生活相談に対応するためには参考図書が不足している

（強化） 様々なケースの消費生活相談に対応するための参考図書購入

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活センターが訴訟されたとき等のための弁護士等報酬

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） 県内の研修会に参加している

（強化） 県内以外に、国民生活センター主催の相談員養成講座に参加

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） 同報無線・広報誌等での啓発

（強化） パンフレット・啓発資料の作成・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） なし。

（強化） 非常勤相談員2名の雇用（平成21年度から）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      3,840          人時間／年 3,871              

平成21年度の消費者行政予算 2,953            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,752          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 201             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,270            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,188          千円

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

-119           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 82               



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

県内以外に、国民生活センター主催の相談員養成講座に参加

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 富士市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222101

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

28                 28                    

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 28

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（5名 延べ10回）

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 くらしの豆知識の配布（2,700部）、コミュニティＦＭを活用した消費生活センター広報・消費者啓発 1,653            1,653                需用費(啓発冊子印刷費2,700冊)653、役務費(ｺﾐｭﾆﾃｨFM広告費)　1,000

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,681            1,681                

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）

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） 国民生活センター主催の研修及び県主催の定例の研修には参加している。

（強化） 窓口高度化研修会など県が主催する研修会に参加。

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） 消費者啓発講座等で啓発用チラシや「くらしの豆知識」を配布している。また、市のホームページ、広報紙及びローカル紙で消費生活センターの広報を行っている。

（強化） 幅広い年代へ啓発を行うことを目的として「くらしの豆知識」を市内の中学１年生全員に配布（2,700冊）する。また、コミュニティーＦＭを活用して消費生活センターの周知・消費者への啓発を行う。

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 14,112           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,501          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,611         千円

平成22年度の消費者行政予算 13,972           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,681          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-320           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,291         



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

-      人

3      

平成22年度末予定 相談員数

県が主催する研修会に参加し、相談員の資質向上を図る。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 富士宮市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222071

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

498 498

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
需用費282（間仕切り修繕、電話録音機能付与修繕、配置換え
等に伴う必要物品（ﾀｯﾌﾟ、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ等）・ｼｭﾚｯﾀﾞｰ用消耗品、
図書）、備品購入費216（ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

・消費生活ｾﾝﾀ-機密保持・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護強化のため、ｾ
ﾝﾀｰ内を改修し必要物品を購入　・電話録音機能付与修
繕　・執務参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

218 128

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124、負担金4

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） 消費者行政担当者県内外研修参加支援

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 啓発用小冊子購入 312 43 需用費43

⑫食品表示・安全機能強化事業

6,325 2,153

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1,614、賃金539

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 現行１人体制の相談窓口を原則2人体制に変更等

7,353            2,822                

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）
・H21年度のﾚｲｱｳﾄ変更により市民相談室全体の中で消費生活相談のｽﾍﾟｰｽを確保できたが、個別ﾌﾞｰｽ・待合場所の独立性が十分で
はない。また機密文書は廃棄したいものでも一定期間鍵のかかる引出しに保管している。　・電話機（２台）に録音機能がないため業者
対応に困難なことがある　・H21年度は六法の最新版購入。できれば法改正がある度買い換えたい。

（強化）
・個別性確保のため間仕切り修繕、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ購入、ﾚｲｱｳﾄ整備に伴う必要物品（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ﾀｯﾌﾟ等）購入。機密保持強化のためｼｭ
ﾚｯﾀﾞｰ及び消耗品（ｷｰﾌｧｲﾙ等）購入　・電話機（２台）に録音機能付与　・最新法対応図書購入

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）

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） 研修参加旅費は予算枠の範囲内で調整している。特に宿泊を伴う研修は、必要額不足となりなかなか参加できない。

（強化） 国民生活センター研修へ4回参加、県内外研修へ参加

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） 出前講座等で説明する資料が不足している

（強化） 高齢者向けリーフレット等を購入し、出前講座等で資料として活用する

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） 相談窓口は、日額報酬支給の3人交代で1人体制。消費生活センター事業事務補助職者は、半日パート勤務

（強化） 1人を月額報酬支給の常駐とし、2人が交代勤務の原則2人体制とする。消費生活センター事業事務補助者を１日勤務とする



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      2,320          人時間／年 2,153              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,771          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,571          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,948            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,822          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

555             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,126          



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

県内外開催の研修への出席旅費支給

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 静岡市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221007

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

15,446           15,446              

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 印刷製本費174千円、役務費13,295千円、備品購入費1,977千円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

交通広告を使ってのセンター周知、ホワイトボード、ヘッドセット＆アンプ等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

163               163                   

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）

研修参加旅費153千円、研修参加負担金10千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業 建築アドバイザーの委嘱 158               158                   報酬158千円

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） 相談員増員分の研修参加旅費、負担金

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 啓発リーフレット、ヤングライフセミナー教材、啓発用品の作成 22,474           22,474              
消耗品費1,770千円（啓発用品購入費）、印刷製本費12,864千
円（啓発リーフレット印刷費）、役務費7,840千円（新聞等広告
料）

⑫食品表示・安全機能強化事業

5,153            5,153                

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4,501千円、社会保険料等652千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 H21に増員した2人分の消費生活相談員の報酬、社会保険料等

43,634           43,634              

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 物価アドバイザーの委嘱 240               240                   報酬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） 消費生活センターの認知度の不足、相談事業環境の不備

（強化） 交通広告を使っての消費生活センター周知、震災等で収集した情報を告知するホワイトボード、多重債務者特別相談会用ポータブルコピー機、相談員の電話相談用ヘッドセット＆アンプ、電話機等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 住宅リフォーム工事関係等の相談における工事の必要性や有効性に判断を要する情報の不足

（強化） 一級建築士に建築アドバイザーを委嘱し、住宅リフォーム工事関係等の相談における工事の必要性や効果について消費生活相談員が助言を受ける。

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） H21に増員した2人分の消費生活相談員の研修機会の不足

（強化） H21に増員した2人分の消費生活相談員の研修参加旅費、負担金

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） 広報紙、チラシ、出前講座等での注意喚起情報の提供、専門講座開催による啓発事業

（強化） 若者向け出前講座「ヤングライフセミナー」用の教材を新規に作製、高校生等配布用啓発リーフレットの作成、消費生活展用のぼり旗の作成等

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） H20までは8人の消費生活相談員による窓口体制

（強化） H21から消費生活相談員を2人増員し、総勢10人とし、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）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 市が委嘱した消費生活モニターによる月1度の価格調査

（強化） 経済専門家に物価アドバイザーを委嘱し、物価動向等について助言を受け、情報提供する。

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,880          人時間／年 5,153              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,426          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34,915         千円

平成22年度の消費者行政予算 80,113           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 43,634         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

1,564          千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 36,479         



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21年度末 相談員総数 10    相談員総数 10    人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 10    

人

人

10    

平成22年度末予定 相談員数

H21に増員した消費生活相談員の研修参加旅費、負担金

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 焼津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222127

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

95                 95                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 機材事務用機器の設置、執務参考資料購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談環境の整備、参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

192               192                   

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、研修費

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） 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 300               300                   講師謝金、教材作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費

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

587               587                   

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） 市民及び相談員が相談に係る情報及び関係機関からの情報等を掲示するスペースが不足している。21年度は多重債務に対応する図書を購入した。

（強化） 市民及び相談員が相談に係る情報及び関係機関からの情報等を掲示するスペースの確保（配架棚、パーテーション等）。消費者安全法等新法令を解説する参考図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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） 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する。

（強化） 国民生活センター等の県外研修に相談員等が4名以上参加できるように、あわせて県内研修に参加できるように旅費及び負担金を支援する。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市職員が関係機関等からの資料を活用し、独自に出前講座など啓発事業を行っている。

（強化） 出前講座において、有識者の活用、対象年代に合わせた教材（ＤＶＤ）、リーフレット類の購入を行い、啓発活動の充実を図る。

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 542             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,045          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,538            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-94             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,951          



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21年度末 相談員総数 4      相談員総数 5      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      

人

人

5      

平成22年度末予定 相談員数

県や国民生活センター等が開催する専門研修への参加（県開催のべ12名、国民生活センター等のべ4名）

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 執務参考図書の購入、収納スペースの確保

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 藤枝市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222143

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

15                 15                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談対応のための図書

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

68                 68                    

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

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 消費者日顔防止のための啓発 151               151                   啓発用リーフレット・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

234               234                   

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） 購読している図書以外に新規の図書購入が難しい

（強化） 相談員が利用できる参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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） 研修には相談員1名の参加

（強化） 相談員全員がより多くの研修に参加できるように旅費を支援

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） 21年度活性化基金を活用し、消費者の悪徳商法被害防止のためのリーフレット・グッズ等を購入

（強化） 引き続き、消費者被害防止のための啓発リーフレット（５００部）・啓発グッズ（ポケットティッシュ１０００個）等を購入

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 101             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,165          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,834            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 234             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

435             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,600          



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

相談員研修参加旅費

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬アップ

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 島田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222097

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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）

96                 96                    

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）

報償費50、需用費46（食品安全講演会の開催に伴う講師料、
チラシ作成経費）

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 食品安全講習会の開催

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

96                 96                    

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）

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）

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） 特別な取り組みは行っていない。要望があれば出前講座時に啓発を行っている。

（強化） 食品安全講演会を開催し、市民の意識を高める。

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 339             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,315          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,464            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 96               千円

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

53               千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,368          



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 3      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 牧之原市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222267

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

30                 30                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 需用費30

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談体制を強化するために参考図書を購入し、整備する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

344               340                   

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340

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 438               417                   需用費417(啓発冊子印刷・啓発グッズ購入費417)

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,527            2,057                

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1829、共済費228

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 相談窓口を週5日開設。相談員を常勤とし、社会保険へ加入

3,339            2,844                

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） 消費生活センターは、設置されていない

（強化） 新たに消費生活センターを設置したため、相談体制を強化するために参考図書を購入し、整備する。

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）

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） 国民生活センター主催研修１回参加

（強化） 相談員及び相談に従事する職員が、希望する研修に参加できるよう旅費を支援

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、高齢者向けの悪徳商法被害防止のパンフレット作成

（強化） 新たに中学生、高校生を対象とした悪徳商法被害防止のパンフレット作成、相談者へくらしの豆知識等の配布、

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） 消費生活相談窓口は、週半日開設。相談員は、週半日勤務。

（強化） 消費生活相談窓口を週５日開設。相談員を常勤とし、その相談体制に対する人件費を支給。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      1,646          人時間／年 2,057              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,716          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,979          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,537            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,844          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-3,286         千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 693             



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21年度末 相談員総数 3      相談員総数 4      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

-      人

4      

平成22年度末予定 相談員数

研修参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 常勤職員の相談員に対し、社会保険への加入

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 吉田町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224243

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

30                 30                    

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

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（担当者）の県内での研修参加支援

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 消費者被害防止のための教育・啓発活動 2,151            2,151                町内全戸配布用パンフレット等購入

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

2,181            2,181                

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）

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） 平静20年度までは地区別研修会等に参加

（強化） 県主催の相談員研修会に相談員(担当者)が1名参加できるように旅費を支援

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） 町広報誌に消費生活関係の記事を掲載

（強化） 消費者被害防止のため、パンフレット等を購入し町内全戸に配布

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 1,957            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,878          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 79               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,261            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,181          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

1                千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 80               



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

人

-      人

1      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他 ○ 消費生活専門相談員を１名配置（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）

都道府県名 静岡県 平成市町村名 川根本町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224294

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

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 消費者被害未然防止のための啓発パンフレット作成 368               368                   広報資料購入費

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

368               368                   

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）

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）

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） 講演会を開催し、消費者への啓発を図っている。

（強化） 講演会の開催のほか、悪質商法被害防止の啓発パンフレット（3,000部）を作成し、各戸配布をして消費者教育の更なる強化を図る。

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 35                 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 35               千円

平成22年度の消費者行政予算 403               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 368             千円

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

-                千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 35               



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 磐田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222119

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

359               359                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 備品購入２４９　　需用費１１０

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

機器整備、執務参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

209               209                   

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１９９　　研修参加負担金１０

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

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 消費者被害防止の広報活動のため、啓発用品を購入 567               567                   需用費５６２(啓発DVD・冊子購入、啓発チラシ作成、啓発グッズ購入）　通信運搬費５

⑫食品表示・安全機能強化事業

408               408                   

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387　　費用弁償１０　　社会保険料１１

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

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）

-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） 相談室にパソコンがなく、執務参考図書も不足

（強化） 相談室へパソコンを設置し、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）

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） 県内開催の研修に延べ１４回、県外開催の研修に延べ１回参加した。（平成２０年度）

（強化） 相談業務内容向上のため、県内外開催問わず研修へ参加する。計２０回参加予定。

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） 出前講座用の啓発DVD・冊子及びグッズ等が不足していた。啓発チラシの作成も十分にできなかった。

（強化） 啓発DVD・冊子及びグッズを購入、また啓発チラシを作成し、広く消費者啓発を行う。

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） 非常勤職員相談員2名が週2日及び週3日で相談対応（平成２０年度まで）

（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名の出勤日を週あたり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）

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

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

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 408                

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 265             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,209          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,468            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,543          千円

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

-284           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,925          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

2      

平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 非常勤職員相談員の給与（週3日勤務月額）86,000円から96,700円に向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 掛川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222135

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

68                 68                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 需用費（参考図書購入）20、備品購入費（相談用デジカメ等）48

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

実務参考図書の購入、相談時必要備品購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

86                 86                    

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86

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、啓発用備品購入 151               151                   
需用費（啓発資料、啓発グッズ購入）120、備品購入費（啓発用
パンフレット書架購入）31

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

305               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）

-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） 平成21年度は主に特定商取引法を解説する参考図書を購入した。センター専属カメラはなし。

（強化） 賃貸住宅トラブルや改正割賦販売法等時事に合わせた相談用参考書籍を購入し、相談対応強化を図る。デジタルカメラ等を購入し、現場証拠写真等を撮影。現状を業者側により強く伝え、消費者被害の回復を図る。

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）

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） 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）

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） 市費の範囲内にて出前講座資料を作成。啓発用パンレットスタンドなし。

（強化）
高齢者・一般向けの啓発資料を購入し、出前講座の内容充実を図る。また消費者イベント等にて啓発グッズ（2000ヶ）を配布し
啓発を強化。啓発資料用パンフレットスタンドを購入し、より多くの消費者に啓発を図る。

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）

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

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

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

平成21年度の消費者行政予算 5,160            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 391             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,769          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,572            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 305             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-502           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,267          



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21年度末 相談員総数 1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

研修会参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ 実務参考図書の充実

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 袋井市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222160

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

20                 20                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 書籍購入費20

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談参考資料の拡充

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

202               202                   

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197、負担金5

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 啓発グッズ配布、講座開催 484               484                   啓発グッズ購入428、講師謝礼56

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

706               706                   

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） 21年度は基金事業により新法令を解説する参考図書を購入した

（強化） 相談に対応するための参考図書を購入する

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）

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） 相談員の自費による研修参加等

（強化） 相談員の研修参加支援、県で行われる研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）
啓発グッズの配布（街頭用ポケットティッシュ1,000個・学生用クリアファイル3,300個・高齢者用救急セット4,700個）、専門家による市民を
対象とした悪質商法対策講演会の開催

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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 248             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 764             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,391            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 706             千円

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

-79             千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 685             



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21年度末 相談員総数 1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

-      人

1      

平成22年度末予定 相談員数

弁護士・司法書士が行う事例検討会参加のための旅費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 御前崎市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222232

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

60                 60                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書等

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

参考図書等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

317               143                   

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、研修参加負担金

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） 相談員等の研修への参加

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 リーフレットや啓発用グッズ等の作成、出前講座の開催 1,335            968                   リーフレット、啓発グッズ等

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

1,712            1,171                

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） 悪質商法や賃貸住宅のトラブルに関する参考図書などを購入

（強化） 特商法関係の参考図書などの購入

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）

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） 県主催の研修等に参加。

（強化） 県や国民生活センターなどが主催する実務的な研修に参加する。

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）

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） 多重債務関係などのパンフレットや啓発グッズ（ステッカー8500枚など）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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,600          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,800          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,796            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,171          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-175           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,625          



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21年度末 相談員総数 1      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

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。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 菊川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222241

事業の概要 対象経費事業名

年度22

パーテーション、テーブル、椅子、センターに必要な備品・消耗品（ＰＲグッズ、参考図書、）①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談コーナー設置、備品・図書・ＰＲグッズ購入等 1,050            1,050                

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

219               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）

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、職員の研修参加支援

240               240                   

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）

講師謝礼、会場費、広報

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 1,557            1,557                パンフ、リーフレット、グッズ、教材

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実施

1,132            1,040                

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

相談員賃金。雇用保険料

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啓発（見守りネットの充実） 200               200                   研修会、事例検討会開催、リーフレット、グッズ

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員賃金、雇用保険料等

4,398            4,287                

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） 相談には職員が対応、専門の相談ｽﾍﾟｰｽ等なし

（強化） センター新設（相談コーナー設置、備品・図書購入等）、センターPRグッズ作製

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）

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） 県西部地区の研修に参加（在宅相談員２名、職員）

（強化） 活性化基金事業で増設された県や国民生活センター主催の研修に積極的に参加予定（相談員１名、職員１名）

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

（強化） 消費者被害防止のため、リーフレットやグッズを購入。パンフレット、「訪問販売お断りシール」の市内全戸配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食の安全に関する講演会の開催、講演会の事前広報

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・障がい事業所と市役所が「見守りネット」により連携して、地域の高齢者・障がい者を見守る（見守り、相談窓口への誘導）

（強化） 見守り事業のさらなる充実を目指して、協力者に消費者被害や救済方法を学んでいただくためのリーフレットやグッズを作成

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員は基本的に在宅。月２日の勤務及び研修参加

（強化） 週５日、１日５時間勤務とし、相談業務に対応



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,115          時間／年 1,040              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 501             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 363             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,536            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,287          千円

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

-114           千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 249             



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 1      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

人

1      

平成22年度末予定 相談員数

研修参加必要経費を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上 ○ センター設備の充実

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 森町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224618

事業の概要 対象経費事業名

年度22

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書購入 30                 12                    需用費１２

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

46                 35                    

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３５

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

76                 47                    

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） 業務参考図書が不足

（強化） 参考図書購入

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）

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） 西部の地区別研修会及び事例検討会への参加

（強化） 上記のほか、県等が主催する研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

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

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

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

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 742             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 248             千円

平成22年度の消費者行政予算 290               千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 47               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-5               千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 243             



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21年度末 相談員総数 -      相談員総数 -      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人平成22年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 浜松市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221309

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

100               100                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 需用費　１００，０００円

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活相談用図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

556               556                   

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　５４４，０００円　参加者負担金　１２，０００円

⑨消費生活相談窓口高度化事業 助言弁護士の配置 240               240                   報償費　２４０，０００円

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） 消費生活相談員高度専門研修等参加

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 ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座・記念講演会の開催及び啓発用DVDの購入 3,157            3,157                報償費310,000円、委託料1,600,000円、使用料80,000円、需用費820,000円、備品購入費347,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,183            2,183                

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　1,869,000円、社会保険料　314,000円

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 消費生活相談員の増員1名

6,236            6,236                

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(特商法関係)図書の購入

（強化） 消費生活等(改正貨金業法等)に関する図書を購入する

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に精通した弁護士に依頼し、相談員の問題等について助言指導をうける

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・事例講座に4名参加)

（強化） 上記に、相談員養成講座や国・県等主催の高度専門消費生活相談員研修への参加を追加する

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）

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

（強化） 巡回学生講座やｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座及び記念講演会の開催・消費生活関連DVD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） 消費生活相談員4名の配置

（強化） 複雑・多様化する消費生活相談に対応するため相談員を1名増員し5名とする



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,440          人時間／年 2,183              

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,550          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,610         千円

平成22年度の消費者行政予算 21,554           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,236          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-2,292         千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,318         



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21年度末 相談員総数 4      相談員総数 5      人人 平成22年度末予定

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      

人

人

5      

平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員への新たな高度専門研修への参加

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 平成市町村名 湖西市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222216

事業の概要 対象経費事業名

年度22

①消費生活センター機能強化事業（新設）

830               830                   

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 機材・事務用機器の設置

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

機材・事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

479               371                   

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、教材購入

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研修会などへの参加支援

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 消費者教育及び啓発用資料、備品購入 1,680            1,658                啓発用パンフレット、啓発用パンフレットスタンド購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,214            532                   

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談日を週4日から週5日へ増加

4,220            3,407                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 外国人の相談を受けるための通訳を雇う 17                 16                    通訳報償費

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 -



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） PIO－NETを設置するスペース及びパソコン、プリンターはなし。相談用テーブル、イスは不足。

（強化） PIO－NET導入に伴う機材強化（パソコン設置用デスク、イス）及び事務用機器の充実（相談用テーブル、イス、パソコン、プリンタｰ）

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）

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） 県主催の研修会等への参加

（強化） 県主催及び国民生活センター主催研修会への積極参加

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） 出前講座の開催、リーフレット等はなし。

（強化） 高齢者見守りネットワークの連携強化。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。啓発活動によるリーフレット配布枚数の増加。

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） 相談員対応日を週5日に増加。PIO-NET導入及び相談件数増加に伴い相談員1名の増員、相談体制の強化充実を図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

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） 外国人相談者増加に伴い、通訳を雇う

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      444             人時間／年 532                

平成21年度の消費者行政予算 1,730            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 812             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 918             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,458            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,407          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,051          千円 前年度差 133             



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

相談員総数 1      人 平成22年度末予定 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末

人 平成22年度末予定

相談員総数 2      

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

相談員数 2      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

④その他

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

県内外開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上


