
都道府県コード 220001

平成 年度23

静岡県事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

49%

25,330                        

-                                

2,958                          

89,402                        58,438                        147,840                      

①参加者総数

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

36                              

管内全体の研修参加

消費者行政予算総額

253,680                                                          

合計

-                                -                                

2,676                          483                            

-

165                            

②年間研修総日数

248,536                      156,302                      

508,961                                                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

③参加自治体

18,294                        

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

取崩し割合

21,501                        

248,536                                                          

255,281                                                          

23,330                        

（７）食品表示・安全機能強化事業 18,129                        

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

-

事業名

2,506                          

都道府県

4,043                          

64                              

-                                

4,290                          

1,537                          

1,168                          5,458                          

-                                

64                              

平成 23 年度 静岡県

2,193                          

事業計画【総括表】

合計市町村

①参加者総数

92,234                        

21,501                        -                                

22,372                        

-                                

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 23,330                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

-                                



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書、パーテーション購入

謝金、旅費、会場借料、教材費、啓発経費

1,537          

弁護士・司法書士等謝金、旅費

682             相談員の研修参加支援（45研修・54人）

相談事例検討会（専門アドバイザー・相談員）開催（14
回）

268             

4,871          

21,501        

17,233        

食品表示・安全研修会開催、大学生によるインターネッ
ト表示監視、特産品業界団体・消費者向け啓発強化

対象経費

研修参加支援（旅費、研修費、教材費）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

682                   

謝金、旅費、会場借料、教材費

21,501               

窓口周知広報（公共交通機関等交通広告、フリーペー
パー広報）、多重債務者相談案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成

商品テスト試買品購入、商品テスト情報誌印刷料、放
射性物質検査機器購入

17,233               

事業の概要

消費生活センターの機能拡充（執務参考図書等購入）

18,129               

486             

2,193                 

18,129        

専門アドバイザー設置、窓口高度化研修開催

1,537                 

啓発冊子・DVD等購入、消費者啓発シンポジウム開
催、被害防止月間広報費、消費者月間用啓発品、被
害防止広報（新聞・TV・ラジオ等）、情報提供掲示板設
置　等

89,402               89,402        

2,193          

486                   

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

消費者教育強化・消費者被害防止のための啓発・広報
活動強化

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

消費生活相談窓口の周知

法執行アドバイザー設置、特商法等事業者向け啓発

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業
商品テスト用試買品拡充、商品テスト情報誌、放射性物
質検査機器購入

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

156,302      

消費生活相談員資格取得支援講座開催、消費情報提
供メール配信、消費生活相談に関する広域連携研究会
開催　等

156,302             

消費生活相談員資格取得支援講座・消費教育講師養
成講座・消費情報提供メール配信実施に係る委託料、
消費生活相談に関する広域連携研究会開催

268                   
法執行アドバイザー設置、特商法事業者向け啓発広報
資料印刷

4,871                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

①試買品購入あり　②商品テストに関する情報誌なし　③なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

①健康食品等、高価な試買品購入拡充　②商品テストに関する情報誌を作成し、県民等に情報提供　③流通食品の放射性物質の汚
染状況を調査するためのゲルマニウム半導体検出器を購入し、その結果等を公表・活用。

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑤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）

①県・市町相談員対象の食品表示・安全研修会開催なし　②なし　③なし

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

専門アドバイザーからの法的助言を受ける事例検討会なし

（既存）

①必要な執務参考図書が不足している。　②なし

①法令改正等に対応して参考図書を購入する。　②相談者のプライバシーに配慮してパーテーションを購入する。（強化）

（既存）

（強化）

相談員の研修参加（延36人・回）（既存）

（強化）相談員の研修参加支援を拡充（45研修・54人）

①各センターに専門アドバイザー（弁護士、司法書士等）設置なし　②窓口高度化研修開催なし

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

①県・市町相談員対象の食品表示・安全研修会を年１回開催　②大学生によるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ表示監視　③特産品業界団体・消費者向け
啓発強化（展示パネル、パンフレット等作成）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

①各センターに専門アドバイザー（弁護士・司法書士等）設置　②窓口高度化研修年6回開催

①新たに、テレビ・新聞による被害防止広報を実施するとともに、ノベルティグッズ（クリアファイル）を作成　②新たに、メディア等を活用
した若者向け啓発を実施　③消費者月間に啓発シンポジウムを開催し、啓発を強化　④外国人向け啓発冊子作成。消費者団体等に
よる被害防止講座開催・啓発資料配布を実施。啓発用DVDや高齢者向け冊子の購入　⑤幼児期から高齢期までの消費教育カリキュ
ラムを構築　⑥食品の安全・安心関連情報等を提供する掲示板を大型食品販売店舗等に設置

①被害防止月間（12月）街頭キャンペーンを実施し、ノベルティグッズ（ティッシュ）を作成　②生活情報誌「くらしのめ」若者特集号発行
（61,000部）　③なし　④なし　⑤なし　⑥なし

①生活情報誌「くらしのめ」で窓口周知　②多重債務相談窓口広報なし

（強化）

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑭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）
①なし　②なし

①法執行アドバイザーを弁護士に委嘱②特商法や事業者向け啓発資料作成

（強化）

専門アドバイザー（弁護士・司法書士等）、県・市町相談員による相談事例検討会を年21回開催

（強化）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）
①消費生活相談員資格取得支援講座を開催　②消費教育講師養成講座を開催　③消費情報提供メール配信システムを構築し、啓
発を強化　④消費生活相談に関する広域連携研究会開催

⑩商品テスト強化事業
（既存）

①消費生活相談窓口を交通広告やフリーペーパーを活用して広く周知するように広報を拡充　②リーフレットを作成し、多重債務相談
窓口を広報

（既存）

（既存）

①なし　②なし　③なし　④なし



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。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

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型実施形態

人

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

-

-

沼津市、御殿場市、裾野市、小山町、静岡市、焼
津市、藤枝市、牧之原市、磐田市、掛川市、袋井
市、御前崎市、菊川市、浜松市、湖西市

69              

483             

裾野市、菊川市 165             

5,176          

2,506          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 静岡市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 伊東市、伊豆の国市

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

御殿場市、静岡市、浜松市⑨消費生活相談窓口高度化事業

-

-⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆
町、熱海市、伊東市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野
市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小
山町、富士市、富士宮市、静岡市、焼津市、藤枝市、島
田市、牧之原市、吉田町、磐田市、掛川市、袋井市、御
前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東
市、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆
の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士市、富
士宮市、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、
吉田町、川根本町、磐田市、掛川市、袋井市、御前崎
市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

②消費生活センター機能強化事業（増設） -

2,506          

-

①消費生活センター機能強化事業（新設） -

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

-

130             

-

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

執務参考図書購入、プロジェクター等備品購入

-

執務参考図書購入、相談窓口周知

法律専門家勉強会開催、建築アドバイザー委嘱、助言弁護
士設置

130             相談員研修会開催

64              

4,160          県・国セン等主催研修参加旅費

-

58,438        
啓発冊子等配布、啓発講座開催、啓発事業資機材購入、
啓発グッズ作成、FMを活用した啓発

-

-

-

165             講演会開催、県主催研修参加旅費

-

58,855        

-

483             

菊川市 44              

-

24,358        

92,234        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
伊東市、伊豆の国市、清水町、小山町、富士宮市、静岡市、牧
之原市、磐田市、掛川市、菊川市、浜松市

2,914          

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

非常勤相談員の増員、勤務日数の拡大、報酬単価の引上
げ

23,330        

44              見守りネット事業の充実

消費者団体育成強化、法律専門家相談会開催、物価アドバ
イザー等委嘱、相談員養成講座開催

伊東市、裾野市、静岡市 2,914          

合計 94,700        



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。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

26      23,330            

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）

法人募集型

16,590            

人 人

13      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

16      

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

参加者数



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

97,378             109,829           

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

交付金相当分 248,536          

千円

156,302          

92,234            

積増し相当分

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

508,961           513,626           

前年度差

2,037               

平成22年度 平成23年度

千円251,643           千円 253,680           千円

千円

14,488            千円 156,302           千円

91,694             

千円

千円

-                    

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

261,983           

千円 千円

千円

千円

千円 -4,665            

千円

千円

-12,451           

千円 255,281           

千円

千円 163,047           

92,234             

-

540                

-

千円

千円

-7,242            千円

-6,702             

-                    

千円

-                    千円千円

千円

千円

-千円

-

49%15,028            千円

千円

チェック項目

-

62%

-

-

千円 -

千円

36%

-19,693           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 280,118           千円 260,425           

千円

170,289           

233,508           

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

141,814           

248,536           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

千円

千円 -                    



２－２．消費者行政予算について②

人

180,700           

111,200           

うち管内市町村 11 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 31                   人

うち都道府県 20

千円

％

208,578           

232,547           

％

％28.39882875

42.836549うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

69,500             

441,125           

26                   

16

10

36.03741548

千円



２－３．消費者行政予算について③

③都道府県全体の消費者行政予算総額

5,950               千円

千円

千円

千円

千円 98,184             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 157,097           千円

-                     千円

-13,122           

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

253,680           

156,302           

143,180           

平成20年度

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

255,281           

92,234             

平成23年度

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 267,597           

23,330             千円

千円 千円260,425           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

248,536           うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 23,330             

508,961           

163,047           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

267,597           千円

千円

千円

千円

157,097           千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 110,500           千円

①都道府県の消費者行政予算 110,500           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

97,378             

-7,172             

千円

千円

千円

241,364           



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

人

平成22年度末

３．基金の管理

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成22年度末うち委託等の相談員

千円

執務参考図書の充実、専門アドバイザー設置による相談対応力の向上

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 545,250                            

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

平成23年度末予定

平成23年度末予定平成22年度末

平成22年度末

うち定数外の相談員

研修参加のための旅費を支援

相談員数16       

人相談員数

平成23年度末予定

千円

千円

16       

16       

平成23年度末予定

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

相談員総数

千円

248,536                            千円

千円

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

3,860                               

600,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 300,574                            

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

人

千円

-                                     千円

-                                     

16       


