
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

34                    

旅費

--

34

384               合計

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

23都道府県名 静岡県 市町村名 下田市 自治体コード 平成

事業の概要

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

222194

事業経費

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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
専門知識習得を図り相談窓口の高度化に対応する



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化） 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。

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

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）

（強化）

（既存）

（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）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

（強化）

事業名

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（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）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

自治体参加型

人

人日

参加者数

人日

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 57              350             千円千円 前年度差51              

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 - 千円

20年度差

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末予定

人

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 293             

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

335               平成22年度の消費者行政予算

千円

千円

-

平成23年度の消費者行政予算

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20年度の消費者行政予算

④その他

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度末 平成23年度末予定 1      

384               

-

うち基金（交付金相当分）対象経費 42              千円

○

相談員数

人

県開催の研修参加の旅費を支援する

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定 1      

千円

34              

299               

人

人

人

相談員数

相談員数

人

1      相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

消費生活相談員の配置

千円

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

人相談員総数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末

平成22年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 114               114                  -

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）

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

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

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

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）

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 114               114                  旅費114,000円

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）

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）

自治体コード 223018 平成 23

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 静岡県 市町村名 東伊豆町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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） 県東部開催の研修のみに参加

（強化） 県開催の研修会に参加（静岡11,400円×8回、沼津5,700円×4回）する

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

③消費生活センター機能強化事業（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

42              千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円 20年度差 -39             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 174               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 114             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 18              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 91              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 109               千円

平成20年度の消費者行政予算 99                



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 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

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 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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223026 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 河津町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 啓発パンフレットを作成し全世帯に配布する。（各3,000部）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

6                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 137             千円 20年度差 28              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,022            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 131             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 885             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,016            千円

平成20年度の消費者行政予算 109               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止啓発冊子等の作成 260               260                  需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223042 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 南伊豆町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報に啓発記事を掲載する。

（強化） 消費者被害防止啓発冊子等を作成し、全戸配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 県主催の研修参加分の旅費を支給（担当職員が参加）

（強化） 研修参加回数を増加し、増加分の旅費を支給（担当職員が参加）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

-      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円 20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 405               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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 375             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 475               千円

平成20年度の消費者行政予算 100               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 426               426                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発グッズの購入、啓発用リーフレットの作成 291               291                  消耗品費　50、印刷製本費　241

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　102、通行料　9、駐車料　24

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） 職員の旅費 135               135                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223051 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 松崎町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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。

（強化） 啓発用リーフレット、グッズを作成し、全戸配布を行う。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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参加。

（強化） 県内外で開催される研修会、講座へ参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-1              千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円 20年度差 -73             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 446               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 426             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 21              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 223             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 244               千円

平成20年度の消費者行政予算 93                



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 640               598                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発・広報・周知 560               559                  パンフレット及び啓発用品購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

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 80                39                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223069 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 西伊豆町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための広報掲載

（強化） 消費者被害防止のパンフレット及び啓発用品購入・配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 予算の範囲内で県開催の研修に参加

（強化） 県開催の研修に参加（5回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-105           千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 161             千円 20年度差 -49             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 759               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 598             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 266             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 438             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 704               千円

平成20年度の消費者行政予算 210               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 171               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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発商品の購入 112               112                  需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

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 59                59                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222054 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 熱海市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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及び啓発商品の購入

（強化） 上記に加え、啓発リーフレットを1,000部作成

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県主催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-29             千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,862          千円 20年度差 -325           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 2,033            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 171             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,891          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 780             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,671            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,187            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,942            3,942                

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）

賃金１，７７７

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 消費生活相談等の対応のための臨時職員を雇用 1,777            1,777                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講座等開催時用のマイクセット、啓発品等の購入 1,652            1,652                備品購入費２００、需用費１，４５２

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費１９３、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） 県、国民生活センター主催等の研修会に参加 203               203                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書の購入 10                10                    需用費１０

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222089 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 伊東市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 活性化基金を活用して平成２１、２２年度に女性連盟の育成強化及び講座、研修会、キャンペーン等を委託。

（強化） 女性連盟の更なる育成強化と市民への啓発事業を委託する。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 毎週月曜日13時から15時まで消費生活相談員による相談窓口の開設。それ以外は職員１人で対応。

（強化） 臨時職員を１人雇用し、消費生活相談及び消費者事故の通報等の対応をする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講座、イベント等ではマイク無し又はハンドマイクで実施

（強化） 講座、イベント等で使用するマイクアンプセットを購入する。また独自のチラシ、啓発品等を作成、購入する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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、相談員が主に県内の研修会に参加している。

（強化） 県内の研修会以外に、国民生活センター等の研修会に積極的に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専門書籍を数冊設置している。

（強化） 相談等参考資料のため、他種の専門書籍を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,777             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,814             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外研修会参加への旅費等の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

95              千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 644             千円 20年度差 115             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,777            千円

平成23年度の消費者行政予算 4,586            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,942          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 549             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,206          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,755            千円

平成20年度の消費者行政予算 529               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,674            2,674                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者トラブル対策グッズによる啓発体制の強化を図る
啓発チラシ、グッズやチラシ作成用トナー・用紙の購入

2,499            2,499                
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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費、研修受講料

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、国民生活センター主催の研修へ
の参加支援

140               140                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書、集計用ソフトを購入 35                35                    執務参考資料購入費、統計集計用パソコンソフト購入費

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222038 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 沼津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）
独居高齢者全世帯に配布するため、名入れしたメモ帳とボールペンを購入
市販のチラシ・リーフレット・グッズの購入　　配布用チラシ作成用のトナー・用紙の購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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）
2名の相談員がそれぞれ国民生活センター主催の研修に出席できるようにするとともに、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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） ２２年度は、消費者六法や多重債務相談、インターネット関連トラブルに対応するための参考図書を購入した

（強化） 法令改正に対応するための参考図書や、統計資料集計用のパソコンソフトを購入する。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-130           千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,865          千円 20年度差 205             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 - 千円

平成23年度の消費者行政予算 10,539          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,674          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 7,995          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,283          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 12,278          千円

平成20年度の消費者行政予算 7,660            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,229            2,229                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用回覧版、冊子、グッズ類の購入 2,161            2,161                
啓発用回覧版、中学2年生配布用冊子、講座、キャンペーン用
冊子、グッズの購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費生活専門相談員受験対策講座、県主催研修会各１名派遣　

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 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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222062 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 三島市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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） 中学２年生に冊子を配布。啓発用回覧版を配布。小冊子、グッズを購入し街頭啓発や出前講座を強化。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 各種研修会出席のための旅費を支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-51             千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,768          千円 20年度差 -398           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 7,997            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,229          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,819          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,295          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,114            千円

平成20年度の消費者行政予算 6,166            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 961               961                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育、啓発 364               364                  
報償費(消費生活講座講師報償費）　122,消耗品費(啓発用パ
ンフレット等）　238,備品(啓発用ＤＶＤ等）　4

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　77,研修参加者負担金　6

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、国民生活センターへの研修参
加支援

              83                   83

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター機能強化のための備品購入、参考図書購入 304               304                  
事務用参考図書消耗品費　24,備品(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｱﾝﾌﾟ
ｼｽﾃﾑ、鉄庫)280

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222151 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 御殿場市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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） 消費生活講座(４回シリーズ）を開催し、消費者教育の充実を図る。市民意識啓発として「くらしの豆知識」窓口配架、講座等で配布。啓
発用DVD購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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回のみ出席。（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。

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） 弁護士等との勉強会を月一回行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
悪質商法講座においてＤＶＤ等を使用するが、公民館備え付け設備で放映するためＴＶの大きさ・参加人数によって「見えない」などの
不都合が生じている。また、マイク等の音響設備がない公民館があり「聞こえない」」「聞き取りにくい」などの不都合が生じている。

（強化）
プロジェクターセット、ポータブルアンプシステムを購入し、円滑な講座開催を図る。個人情報含む相談カード保管のため施錠できる鉄
庫を購入する。ＩＣレコーダー、執務執行図書を購入し、更なる拡充を図る。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-1,117        千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,377        千円 20年度差 455             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 12,338          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 961             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 12,494        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,435          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 13,929          千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,424            2,300                

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 399               399                  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）

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

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

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 1,451            1,425                啓発グッズ購入費、講師謝金、啓発冊子購入費、啓発回覧板作成費

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 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

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 391               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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 専門書、現代消費者法の定期購読。書籍棚等の購入 178               178                  執務参考資料購入費、書籍棚等の購入

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222208 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 裾野市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 県内一斉の多重債務者無料相談会を１回実施。

（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。夜間多重債務者無料相談会の開催。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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。

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） 「訪問販売お断りシール」の作成、配布。啓発掲示板の作成、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。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（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15回、県外開催の研修に年20日間、相談員2人が参加できるよう旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 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

（強化） 専門書の購入。ポータブルアンプ及びピンマイクの購入。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-116           千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,484          千円 20年度差 -320           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 6,784            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,300          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,600          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,028          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,628            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,172            1,172                

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発冊子等の購入、出前講座の開催 1,120            1,120                需用費1,090　報償費（講師謝礼）30

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費52

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） 相談員と担当職員の研修会参加支援 52                52                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222224 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発冊子、パンフレット、啓発グッズの配布　出前講座の開催

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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、担当職員が研修会に参加できるよう旅費を支援（県内１０日）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修会に参加できるよう旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-50             千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 580             千円 20年度差 489             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,752            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,172            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 630             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,160            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,790            千円

平成20年度の消費者行政予算 91                



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 653               427                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員報酬、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 415               218                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用パンフレット購入 45                44                    啓発用パンフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修会参加旅費

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 134               111                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考資料代、市民への相談窓口拡充周知用品購入 59                54                    書籍購入代、消耗品（窓口配布用）購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

22259 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆の国市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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2回相談を実施

（強化） 相談員2名で週に1回相談を実施

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報にて啓発記事を連載

（強化） 啓発用パンフレット（悪質商法の手口など300部程度、クーリングオフ300部程度）を購入、啓蒙品（相談窓口周知用）購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） H22は執務参考資料（特定商取引法・割賦販売法等の解説図書、消費者六法等）購入

（強化） 執務参考資料（民事・特商法・割賦販売法等の解説、相談事例・判例等）を購入、相談窓口周知用消耗品（配布用）購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       218                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       180                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-55             千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 259             千円 20年度差 -33             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 218               千円

平成23年度の消費者行政予算 686               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 427             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 314             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 433             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 747               千円

平成20年度の消費者行政予算 292               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 118               118                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 68 68 需用費68

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費50

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 50 50

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223255 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 函南町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 敬老の日にあわせた高齢者向け悪質商法被害防止のためのグッズ･印刷物の作成・配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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、新設された県内研修会への参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

-      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-20             千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 169             千円 20年度差 -122           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 287               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 118             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 189             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 108             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 297               千円

平成20年度の消費者行政予算 291               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,242            3,965                

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）

賃金1627千円・社会保険料282千円・費用弁償24千円

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 常勤相談員を配置し、相談窓口の設備を図る 2,210 1,933

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 町民への消費者被害防止を呼びかける啓発活動等 1,841 1,841 報償費60千円・教育・啓発に係る冊子の購入等1781千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費184千円・研修参加負担金7千円

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 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 191               191                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223417 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 清水町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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の常勤相談員賃金

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町内において、振り込め詐欺・悪徳商法被害防止のための啓発

（強化） 町内の小学校３校で保護者を対象に食品の表示に関する冊子を配布。小学校３年生を対象に講座を行う。庁舎来庁者への悪質商法被害防止のための啓発。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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・地区開催の研修に、相談員３名参加

（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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,933             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,680             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 常勤相談員配置による相談窓口の整備

②研修参加支援 ○ 研修参加費の負担

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-164           千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 346             千円 20年度差 6                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 4,311            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,965          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 510             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,359          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,869            千円

平成20年度の消費者行政予算 340               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 273               273                  需用費　273

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　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） 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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223425 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 長泉町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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2名から3名参加するための旅費を支援（3名分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 旅費支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-3,932        千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,209          千円 20年度差 -1,053        

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 2,517            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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,141          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 308             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,449            千円

平成20年度の消費者行政予算 3,262            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,838            1,838                

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）

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1名の配置 1,707            1,707                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット・啓発資料の作成・配布 70                70                    需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

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） 研修に参加 41                41                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談に対応するための参考図書購入 20                20                    需用費

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223441 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 小山町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 常勤相談員1名の雇用

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 21年度に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

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,707             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,960             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-118           千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 748             千円 20年度差 582             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,707            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,586            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,838          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 866             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,666          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,532            千円

平成20年度の消費者行政予算 166               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,328            1,328                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

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 1,300            1,300                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)647

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費 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） 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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222101 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 富士市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費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。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県が主催する研修会に参加し、相談員の資質向上を図る。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-395           千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,182        千円 20年度差 -569           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 13,510          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,328          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）対象外経費 12,577        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,681          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 14,258          千円

平成20年度の消費者行政予算 12,751          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,138            2,042                

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）

報酬1,925

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 従前1人体制の窓口を2人体制に変更、開設時間延長 1,925 1,925

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用配布物作成・購入 42 42 需用費42

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費73　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） 県内外研修参加 171 75

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222071 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 富士宮市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 日額報酬支給の3人交代で窓口1人体制。

（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。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） キャンペーン・出前講座・図書貸出等実施、配布資料が不足している。

（強化） 配布資料・貸出資料を増量購入して配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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3回参加、県内研修へ参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,925             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       1,440             

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外開催の研修への参加旅費・負担金支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-605           千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,314          千円 20年度差 -289           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,925            千円

平成23年度の消費者行政予算 7,356            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,042          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,919          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,029          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,948            千円

平成20年度の消費者行政予算 5,603            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 46,331          46,331              

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、消費者教育コーディネーターの委嘱、相談員養成講座の開催等 2,215            2,215                報酬341千円、消耗品費6千円、印刷製本費289千円、役務費29千円、委託料1,550千円

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）

報酬7,432千円、社会保険料等984千円

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 増員した消費生活相談員の報酬、社会保険料等、他の消費生活相談員の報酬引上げ分 8,416            8,416                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 キャラクターの作成、各種講座の開催、各種広告の実施、若者向け携帯専用サイトの開設等 35,359          35,359              
報酬1,315千円、消耗品費2,610千円、印刷製本費799千円、
役務費19,562千円、委託料10,933千円、賃借料5千円、備品
購入費135千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費143千円、研修参加負担金5千円

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 33                33                    報酬33千円

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 148               148                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 近隣市の相談員を含む相談員研修会の開催 130               130                  報酬90千円、賃借料40千円

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 電話録音装置の購入 30                30                    備品購入費30千円

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221007 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 静岡市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 経済専門家に物価アドバイザー、消費者教育に精通した人物に消費者教育アドバイザーを委嘱し、助言や情報提供を受ける。相談員養成講座の開催等

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人、清水窓口に2人（計8人）設置

（強化） 消費生活相談員を3人増員し、総勢11人とするとともに、報酬を引上げ、相談体制を充実させる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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） キャラクターの公募による作成及び発表、消費者力講座・講師養成講座・教員向け講座の開催、交通広告・フリーペーパー等を使っての周知、若者向け携帯専用サイトの開設等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 増員した3人分の消費生活相談員の研修参加旅費、負担金

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。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 消費生活相談員の研修機会の不足

（強化） 近隣市の相談員を含む相談員研修会の開催

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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） 電話録音装置の購入

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

11     8,416             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       4,488             

対象人員数
（報酬引上げ）

8       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 増員した3人分の消費生活相談員の研修参加旅費、負担金

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬引上げ

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

11    人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 10    人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-1,591        千円

相談員総数 11    

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 59,878        千円 20年度差 9,692          

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 10    人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 8,416            千円

平成23年度の消費者行政予算 106,209         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 46,331        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 61,469        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 41,530        千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 102,999         千円

平成20年度の消費者行政予算 50,186          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,385            1,385                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止 180               180                  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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等研修参加支援 275               275                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談環境の整備、備品購入、参考図書購入 930               930                  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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222127 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 焼津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座において効果的な啓発ができるように講師を派遣、及び若年層を対象としたパンフレットの作成配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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名が参加するための旅費を支援している。

（強化） 県及び国民生活センター（相模原、東京）の研修に相談員等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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談者との受付面談用什器が整っていない。参考図書類が十分に揃っていない。

（強化） 相談室機能強化に伴う備品の整備（市民相談室新規什器、打合せ室新規什器、参考図書の購入）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターが開催する専門研修への参加。

③就労環境の向上 ○ 執務参考図書の購入、備品の整備。

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

4      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-124           千円

相談員総数 4      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,827          千円 20年度差 -489           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 5      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 7,212            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,385          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,951          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 587             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,538            千円

平成20年度の消費者行政予算 6,316            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 212               212                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 80                80                    啓発用グッズ・リーフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

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） 国民生活センター主催、県主催の研修に参加 63                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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書を購入、相談環境改善のためのＦＡＸを購入 69                69                    図書、ＦＡＸ購入

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222143 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 藤枝市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための啓発グッズを購入

（強化） 啓発グッズに加え、高齢者の悪徳商法被害防止のためリーフレットを購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 新規の図書購入が難しい、センター内のＦＡＸは外部団体が所有しているものを借用していたが、団体の転居に伴いＦＡＸがなくなった

（強化） 執務参考図書の購入、新たに利便性に対応できるＦＡＸを購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員研修参加旅費

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

324             千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,927          千円 20年度差 427             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 5,139            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 212             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 4,603          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 231             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,834            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,500            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 150               150                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品を作成する 100               100                  需用費100

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

費用弁償50

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参加する 50                50                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222097 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 島田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者月間と消費生活展開催時にポケットティッシュを配布し、啓発を行っている。

（強化） 啓発物品を作成し、新たに出前講座時にも配布することで市民の消費生活に関する意識を高める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 年に1回相談員1名が国民生活センターで開催される研修へ参加している。

（強化） 国民生活センターで開催される研修への参加回数を増加し、相談員2名が1回づつ参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②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回数を増加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

3      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-172           千円

相談員総数 3      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,201          千円 20年度差 -314           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 6,351            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,373          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 36              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,409            千円

平成20年度の消費者行政予算 6,515            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 5,024            4,499                

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）

報酬2,725、共済費904

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2名を常勤とし、社会保険へ加入する 4,091            3,629                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 251               236                  消耗品費236

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費316、消耗品費14

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 378               330                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの相談環境の整備をする 304               304                  消耗品費30、備品購入費274

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222267 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 牧之原市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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、週半日勤務。相談員は、週半日勤務。

（強化） 消費生活相談窓口は、週５日開設し、相談員２名を常勤とする。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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、予算の範囲内で参加

（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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 常勤相談員１名のロッカーは、設置されている環境にある。消費生活センター内の窓ガラスは、多くあり、相談者のプライバシーが守られていない。

（強化） 新たに常勤となる相談員用にロッカーを購入する。また、相談者のプライバシーを守るため、消費生活センター内の窓ガラスにブラインドを設置し、相談環境を整備する。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,629             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,328             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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 ○ 常勤職員の相談員に対し、社会保険への加入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-1,655        千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 578             千円 20年度差 -497           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,629            千円

平成23年度の消費者行政予算 5,077            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,499          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,233          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,274          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,507            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,075            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,048            2,048                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 1,945            1,945                啓発用パネル及び町内全戸配布用リーフレット等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

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）の研修参加支援 103               103                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224246 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 吉田町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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、パネルを作成して庁舎内に掲示したり、リーフレット等を購入し町内全戸に配布する

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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20年度までは地区別研修会等に参加

（強化） 地区別研修会に加え、国や県が主催の相談員研修会等に相談員（担当者）が参加する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 消費生活専門相談員を1名配置（予定）

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-114           千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 77              千円 20年度差 -82             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 2,125            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,048          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 191             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,070          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,261            千円

平成20年度の消費者行政予算 159               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 326               326                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発パンフレット作成 326               326                  広報資料購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224294 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 川根本町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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） 消費者被害に関する講演会のほか、啓発用チラシの作成・配布及びを実施することにより、更なる被害防止の周知を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34              千円 20年度差 -1              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 360               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 326             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 34              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 368             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 402               千円

平成20年度の消費者行政予算 35                



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,047            1,047                

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）

報酬261

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 相談員の報酬向上 261               261                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の広報活動のため、各種啓発グッズを購入・作成 563               563                  需用費507　備品購入費56

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費153　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） 県及び国民生活センター主催の研修参加 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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書購入 60                60                    需用費60

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222119 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 磐田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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） 業務を円滑に実施するため、相談員の報酬を引き上げる

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための啓発用品が不足していた

（強化） 啓発チラシ配架用のパンフレットスタンド及び啓発グッズを購入、啓発チラシを作成する

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 多様化・複雑化する相談に対応するため、県及び国民生活センター主催の研修に参加する

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 執務参考図書が不足していた

（強化） 新たに宅地建物取引法、住宅地図等執務参考図書を揃え、相談に活用する

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       261                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員レベルアップのため、各種研修会へ参加する

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 非常勤嘱託相談員の報酬向上（週２日月額５７,３００円から６６,６００円へ、週３日月額８７,５００円から９９,９００円へ）

人 平成23年度末予定 相談員数

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

171             千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,047          千円 20年度差 -1,806        

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 261               千円

平成23年度の消費者行政予算 4,094            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,047          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,876          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,628          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,504            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,853            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 384               384                  

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）

賃金（相談員賃金アップ分）98、保険料（雇用主負担分）25

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 相談員賃金アップ 123               123                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発グッズ購入 153               153                  需用費（啓発用品）128、図書費（啓発資料）25

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費95

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） 95                95                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 実務参考図書の購入 13                13                    図書費13

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222135 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 掛川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員賃金時給1,310円

（強化） 相談員賃金を上げる。時給1,340円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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。

（強化） 高齢者の啓発資料を購入し、出前講座の内容充実を図る。また啓発グッズを配布し啓発を強化。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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14回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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22年度は、活性化基金を活用して、賃貸住宅トラブルや改正割賦販売法等に関する相談用参考書籍を購入した。

（強化） 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。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       123                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       39.5               

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員賃金時給上げ

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-79             千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,192          千円 20年度差 -664           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 4,576            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 384             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 4,271          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 301             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,572            千円

平成20年度の消費者行政予算 4,856            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,045            1,045                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 学生用等啓発グッズの配布 864               864                  啓発グッズ864

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費156、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 161               161                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談対応参考図書の購入 20                20                    書籍購入費20

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222160 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 袋井市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
街頭啓発・学生・高齢者用に啓発パンフ、グッズを配布（パンフレット4,100冊、啓発用シャープペン4,500個、啓発用マグネット3,500
個、街頭用ポケットティッシュ1,000個）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 国民生活センターや県、弁護士が開催する研修等へ参加するための旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談の参考図書が不足

（強化） 相談の参考図書を購入（Ｈ21、22年度とは別の新しく発行されたもの）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 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

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-93             千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 592             千円 20年度差 -250           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,637            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,045          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 685             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 706             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,391            千円

平成20年度の消費者行政予算 842               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,009            512                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

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（未定）等の作成、出前講座の開催 721               400                  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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費、研修参加負担金

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） 県内外で開催される研修に参加 268               92                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入 20                20                    参考図書等

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222232 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 御前崎市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） リーフレットや啓発グッズ（未定）を作成し、各戸配布やイベント等で配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 県西部開催の研修に参加

（強化） 県内外で開催される研修に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 参考図書等の購入（消費者六法〔2011年度版〕、インターネット消費者相談Ｑ＆Ａ、食品偽装ー起こさないためのケーススタディーなど）

（強化） 参考図書等の購入(クレサラ整理実務必携、金融商品取引被害救済の手引きなど）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

90              千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,715          千円 20年度差 -216           

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 3,227            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 512             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,625          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,171          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,796            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,931            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,882            1,775                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員賃金、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） 「見守り」ネットの充実 44                44                    パンフレット

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 1,179            1,087                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

講師謝礼、会場費、消耗品

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止のための啓発 264               264                  パンフ、リーフレット、教材

⑫食品表示・安全機能強化事業 講演会開催 160               160                  

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）

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･職員の研修参加費用 95                80                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター備品・消耗品購入 140               140                  センター備品・消耗品

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222241 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 菊川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

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・福祉事業所を市役所が「菊川市高齢消費者・障がい消費者見守りネット」により連携して、地域の高齢者・障がい者を見守る

（強化） 見守りネット事業を充実又は周知させるためのパンフ購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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

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） 消費者被害防止及びセンターＰＲのためリーフレットやグッズ及び啓発パネルを購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 県西部地区の研修会に参加（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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２２年度消費生活センター新設、相談コーナー・主な備品(間仕切り、机、椅子)購入

（強化） 相談業務の増加、相談員のレベルアップに伴う備品（OA機器（デジタルカメラ他））・参考図書(消費者六法（最新版）、消費者相談のための専門書籍)等の購入

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 時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,087             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,220             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加必要経費を支援

③就労環境の向上 ○ センター設備の充実

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-30             千円

相談員総数 1      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 307             千円 20年度差 22              

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,087            千円

平成23年度の消費者行政予算 2,082            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,775          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 337             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,833            千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,170            千円

平成20年度の消費者行政予算 285               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 144               144                  

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 105               105                  需用費105

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費39

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） 県内での研修会参加 39                39                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224618 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 森町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者被害防止のための啓発

（強化） 高齢者だけでなく消費者全般に対する被害防止のため、啓発グッズ（ポケットマスク）を作成し、イベントにて配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 県西部開催の研修会に参加

（強化） 県内で開催される研修会に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

-      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

-29             千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 214             千円 20年度差 -34             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 358               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 144             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 243             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 47              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 290               千円

平成20年度の消費者行政予算 248               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 5,190            5,190                

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）

報酬　1,868,000円　社会保険料　324,000円　費用弁償　62,000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　 2,254            2,254                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発用DVDの購入、啓発用グッツ・パンフレットの購入及び講座開催講師謝礼及び会場使用料 1,895            1,895                備品　720,000円　報償費　510,000円　使用料　100,000円　需用費565,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　439,000円　参加者負担金　12,000円

⑨消費生活相談窓口高度化事業 助言弁護士謝礼 240               240                  謝礼　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） 消費生活相談員各種研修参加旅費 451               451                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談用図書購入、資料等印刷用リソグラフを購入 350               350                  図書費　１００，０００円　備品　２５０，０００円

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221309 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 浜松市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 4名の相談員で対応

（強化） 相談員を1名増員し5名の相談員で対応する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） セミナー等で使用する啓発用DVDの購入、啓発用グッツ・パンフレットの購入、講座等開催講師謝礼及び会場使用料

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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） 上記以外の相談員要請講座や国・県等の主催の高度専門消費生活相談員研修に参加

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受ける

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） Ｈ21は特商法関係図書、Ｈ22は改正貸金業法関係図書を購入

（強化） 消費生活等(食品表示法・景品表示法等)に関する図書を購入及び資料等印刷用リソグラフを設置する

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,254             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,440             

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員への新たな高度専門研修への参加を追加した

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

5      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

2,128          千円

相談員総数 5      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,290        千円 20年度差 999             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 5      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,254            千円

平成23年度の消費者行政予算 23,480          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,190          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 16,162        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,459          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 20,621          千円

平成20年度の消費者行政予算 17,291          



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,571            1,349                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元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

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育及び啓発のための資料、消耗品の購入 1,121            1,068                消耗品：1068

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費：248

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 417               248                  

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 教材・事務用品の購入 33                33                    消耗品：33

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222216 平成

対象経費

23 年度都道府県名 静岡県 市町村名 湖西市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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、リーフレットの配布

（強化） 出前講座の告知の増加と高齢者被害防止用リーフレットの配布枚数の増加

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

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の研修会への相談員等を参加させるため支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 応接室を相談室として使用しており、事務用品等が不足

（強化） 事務用品の充実

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

2      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定

620             千円

相談員総数 2      

千円 前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,533          千円 20年度差 502             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 2,882            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,349          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 913             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,628          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,541            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,031            


