
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）

⑱消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

359               
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

222194

事業経費

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

合計

自治体コード

359               

事業の概要

平成 24都道府県名 静岡県 市町村名 下田市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

--

90                     

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費生活相談員育成講座旅費90

90                     

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）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑱消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）

（既存）

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）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

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） 消費生活相談員の複雑化や被害に対応するため、相談員・市職員の研修会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）

（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。

（強化）

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

追加的総費用

人

人日

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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計



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

相談員数

相談員数

平成23年度末

相談員数

消費生活相談員の配置

平成23年度の消費者行政予算

平成24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

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）対象の賃料、人件費等

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 34              千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

1      相談員総数

359               

90              

千円

350             

平成24年度末予定

平成24年度末予定平成23年度末

千円

千円

384               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1      

平成24年度末予定

平成24年度末予定

-30             

1      

○

人うち定数内の相談員 平成23年度末

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成23年度末

人

人

県開催の研修参加の旅費を支援する。県民生活センター研修参加支援。

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成20年度の消費者行政予算 299               千円

千円

20年度差 前年度差千円

千円

-81             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 269             千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 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

自治体コード 223018 平成 24

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費行政担当職員の県内での研修への参加 163               125                   旅費125,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 163               125                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 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×6回）する

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 174               千円

平成20年度の消費者行政予算 99                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 114             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円

平成24年度の消費者行政予算 183               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 125             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-2              千円

相談員総数 -      

20年度差 -41             

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 南伊豆町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223042 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

45                 45                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止啓発グッズの作成 140               140                   需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

185               185                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 広報に啓発記事を掲載する

（強化） 包括支援センター等と連携し、高齢者の被害防止啓発に重点をおく。啓発グッズを老人会、寿大学などで配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 405               千円

平成20年度の消費者行政予算 100               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 305             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

平成24年度の消費者行政予算 285               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 185             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 松崎町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223051 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

104               104                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　83、通行料　8、駐車料　13

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発グッズの購入、啓発用リーフレットの作成 819               819                   消耗品費　50、印刷製本費　769

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

923               923                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 東部地区で開催される事例研究会へ参加。

（強化） 県内外で開催される研修会、講座へ参加。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 446               千円

平成20年度の消費者行政予算 93                 

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 426             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円

平成24年度の消費者行政予算 924               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 923             千円

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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-19             千円

相談員総数 -      

20年度差 -92             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 西伊豆町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223069 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

81                 44                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・駐車料金・通行料

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） 相談員の研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発・広報・周知 622               622                   パンフレット及び啓発用品購入、委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

703               666                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 県開催の研修に可能な範囲で参加（年７回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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、啓発活動委託

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 759               千円

平成20年度の消費者行政予算 210               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 598             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 161             千円

平成23年度の消費者行政予算 823               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 666             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 157             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-4              千円

相談員総数 -      

20年度差 -53             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 熱海市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222054 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

131               131                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員及び相談員の県内での研修へ参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発商品の購入 260               260                   需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

391               391                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の東部地域消費担当者研修等に参加

（強化） 上記に加え、県主催の高度専門消費生活研修会等に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 5月・12月の年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、新成人用の消費者被害啓発リーフレットを400部購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 902               千円

平成20年度の消費者行政予算 1,023             

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 171             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 731             千円

平成24年度の消費者行政予算 989               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 391             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 598             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-133           千円

相談員総数 2      

20年度差 -425           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 県主催の研修参加のための旅費の支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 伊東市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222089 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口用パンフレット、参考図書の購入 62                 62                     需用費６２

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

206               206                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費１９６、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） 職員、相談員等の各種研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発品等の購入 720               720                   需用費７２０

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,758             1,758                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

賃金１，６２６　費用弁償１３２

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 消費者ホットライン等による消費相談の対応等

2,746             2,746                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口にパンフレットスタンド、専門書籍等を設置している。

（強化） 相談窓口案内のため、パンフレットを作成する。また、消費専門書籍を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 職員、相談員が主に県内で実施される研修会へ都合により参加している。

（強化） 職員、相談員が主に県内外を問わずに研修会へ参加する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発品、パンフレットの作成なし。

（強化） 啓発活性化のため、啓発品、パンフレット作成に伴う上質紙、インク等を購入する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 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。それ以外は担当職員１人で対応している。

（強化） 消費者ホットラインでの消費生活相談の対応及び出前口座等を実施するため、消費者行政担当臨時職員を雇用する。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      1,806             

1      1,758             



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

平成23年度の消費者行政予算 4,586             千円

平成20年度の消費者行政予算 529               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,879          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 707             千円

平成24年度の消費者行政予算 3,823             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,746          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,758             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,077          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

370             千円

相談員総数 3      

20年度差 548             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 沼津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222038 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考図書、電話機用ヘッドセット等を購入 183               183                   執務参考資料購入費、電話機用ヘッドセット等購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

129               129                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費、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、国民生活センター等の研修への
参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
新成人用啓発冊子、高齢者トラブル対策グッズによる啓発体制の
強化を図る啓発リラシ、グッズやチラシ作成用トナー・用紙の購
入、ラジオスポット啓発CM

4,161             4,161                
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・冊子・グッズ購入費、ラジオスポットCM広告料

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

4,473             4,473                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 23年度は法改正に対応するための参考図書や、消費者六法、パソコンソフトを購入した。

（強化） 法改正に対応するための参考図書や、相談体制整備のための電話機用ヘッドセット等を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター主催の研修には、１年に相談員1名を出席させ、旅費を支給した。

（強化） 2名の相談員がそれぞれ国民生活センター等主催の研修に出席できるようにするとともに、県の開催の研修へも積極的に出席し、旅費を支給する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 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記載。

（強化）
高齢者に配布するため、名入れしたグッズを購入、FMラジオスポットCMによる窓口の周知
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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 10,539           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,660             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,674          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,865          千円

平成24年度の消費者行政予算 12,219           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,473          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,746          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-119           千円

相談員総数 2      

20年度差 86              

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催及び県内開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 三島市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222062 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

43 43

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）

県主催各種研修会に派遣

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
ＤＶＤ放映機材を市民課待合に設置し啓発ＤＶＤを放映
する。啓発冊子、グッズを配布する

987               987                   
ＤＶＤ放映機材、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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,030             1,030                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 県主催各種研修会に相談員を派遣する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 街頭啓発や出前講座を実施している。

（強化） 市民課待合で消費者啓発用ＤＶＤを放映。中学２年生に冊子を配布。冊子、グッズを購入し街頭キャンペーンや出前講座を強化。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 7,997             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,166             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,229             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,768          千円

平成24年度の消費者行政予算 6,827             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,030          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,797          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

29              千円

相談員総数 2      

20年度差 -369           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 御殿場市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222151 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 26                 26                     事務用参考図書消耗品費　26

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

197               197                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　163,事務用参考図書消耗品費　10,研修参加者負担金
24

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、国民生活センターの研修参加支援、

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育、啓発 784               784                   
報償費（消費生活講座講師報償費）　500,消耗品費（啓発用パ
ンフレット等購入費）　254,備品（啓発用DVD等購入費）　30

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,217             1,217                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

基金を活用して執務参考図書（消費者法ニュース・出会い系サイト詐欺被害対策マニュアル等）を購入。その他は、自己負担購入や研
修時の配布物で、情報・知識取得。

（強化） 執務参考図書（消費者法ニュース・消費者法関連書籍等）を購入し、さらなるセンター機能強化・拡充を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士等との勉強会は行っていない。

（強化） 弁護士との勉強会を月一回行う。

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

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

（強化） 相談員等の県内外、国民生活センター研修への参加支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 国・県・警察から送付されたチラシ・パンフレットを使って、講座の開催。　

（強化）
消費生活講座（市民向け4回シリーズ）を開催。消費者教育の充実を図る。啓発用パンフレットの購入。市民意識啓発冊子「くらしの豆知
識」窓口配架・講座配布。　啓発用DVDの購入。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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）

⑱消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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 13,206           千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 957             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,249        千円

平成24年度の消費者行政予算 14,147           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,217          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,930        千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

681             千円

相談員総数 3      

20年度差 2,008          

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 県、司法書士会、国民生活センター等開催の研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 裾野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222208 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 専門書、パーテーション、パソコンの購入 175               175                   執務参考資料購入費、庁内備品等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

259               235                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発グッズ作成・消費者被害防止講座開催、啓発冊子配布 900               855                   啓発グッズ購入費、講師謝金、啓発冊子購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,628             1,559                

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 294               294                   講師謝金

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 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） 消費者六法等専門書の購入。消費生活センター間仕切り用のパーテーション、相談業務用パソコンの購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 県内開催の研修に年20回、県外開催の研修に年16日間、相談員2人が参加できるよう旅費を支援。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（強化）
啓発用クリアファイル(1,000部)の購入(本年度新規)。街頭キャンペーン等で配布。啓発冊子、パンフレットの購入。外部より講師を招き、消費者被害防
止啓発講座を実施。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

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。

⑱消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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 6,784             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,300          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,484          千円

平成24年度の消費者行政予算 5,920             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,559          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,361          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-123           千円

相談員総数 2      

20年度差 -443           

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 県内・外開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222224 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書購入 6                   6                       参考図書購入6

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

67                 67                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費67

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止のための啓発冊子等の購入、出前講座
の開催

1,099             1,099                需用費1,069     報償費(講師謝礼)30

⑫食品表示・安全機能強化事業

6                   6                       

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

報償費(謝礼）6

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 相談員による電話相談の実施

1,178             1,178                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 参考図書を購入し、相談に活用

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 予算の都合により予算の範囲でその都度参加

（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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員が毎週木曜日に市役所で相談対応（平成21年度～）

（強化） 相談員について、毎週木曜日の市役所での相談に加え、毎週月曜日(9時から12時まで)在宅による電話相談を実施

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      3                   

1      6                   



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

平成23年度の消費者行政予算 1,752             千円

平成20年度の消費者行政予算 91                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,172          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 580             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,790             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,178          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 6                   千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 612             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

32              千円

相談員総数 1      

20年度差 521             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆の国市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222259 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

99                 99                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修会参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県開催研修会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

722               722                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員報酬、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の拡大、報酬引上げ

821               821                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県東部県民生活センター開催の地区別研修会に参加

（強化） 地区別研修会に加え、県開催の高度化研修会・食品表示研修会・事例検討会への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員による相談実施（月2回）

（強化） 有資格の相談員による相談実施・相談日数の拡大（月2回から週2回へ）。日額報酬5,500円を7,300円にUP（勤務時間は５Hから６Hに延長。平成２４年４月～）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

2      

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）

2      540                

2      722                



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

平成23年度の消費者行政予算 686               千円

平成20年度の消費者行政予算 292               

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 427             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 259             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,194             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 821             千円

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 722               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 373             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

114             千円

相談員総数 2      

20年度差 81              

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の報酬日額5,500円を7,300円に増額（勤務時間は５Hから６Hに延長。平成２４年４月～）

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 函南町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223255 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） パソコン、書籍、センター開設周知資料作成等 483 483 消耗品170、図書雑誌150、備品購入費163

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

77 77

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費77

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政職員と相談員の研修会への参加支援

10 10

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費10

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費トラブル啓発冊子の購入・配布 953               953                   消費トラブル啓発冊子購入費837、配布委託料116

⑫食品表示・安全機能強化事業 消費者行政職員と相談員の県主催研修会への参加支援

2,170 1,279

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

報酬959、社会保険料285、費用弁償35

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 相談員の賃金、保険料、通勤手当

3,693             2,802                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） 消費生活センターは設置されていない

（強化）
新たに消費生活センターを立ち上げ、新たに設置する相談員が使用するパソコン（グループウェア対応機種）を購入する。また、セン
ター開設周知をするためチラシの印刷のほか、2012年版消費者六法など相談業務に使用する書籍の購入などを行う。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 行政職員の県内研修会への参加支援

（強化） 消費者行政職員と相談員が新設された研修等に参加するための旅費を支援、相談員の消費者相談員資格取得に関する講座への参加支

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 住民への消費生活に関する啓発を行うことを目的に、消費トラブル啓発冊子の購入・配布を行う

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） 行政職員の県内研修会への参加支援

（強化） 消費者行政職員と相談員が新設された研修等に参加するための旅費を支援

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員は設置していない

（強化） 新たに相談員１名を設置する（賃金、保険料、通勤手当）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

-

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）

1      1,558             

1      1,279             



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

平成23年度の消費者行政予算 287               千円

平成20年度の消費者行政予算 291               

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 118             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 169             千円

平成24年度の消費者行政予算 3,886             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,802          千円

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,279             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,084          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

915             千円

相談員総数 1      

20年度差 793             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 相談員の県主催研修会等への参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 清水町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223417 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

207               207                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費200千円、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） 相談員等国民生活センター等での研修会への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 町民への消費者被害防止を呼びかける啓発活動等 1,830 1,830                報償費100千円、教育・啓発に係る冊子の購入等1,730千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,168 1,445

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

賃金・通勤手当1,163千円、社会保険料等282千円

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、相談窓口の整備を図る

4,205             3,482                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県・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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 町内の小学校高学年を対象に啓発リーフレットの配布。庁舎来庁者への悪質商法被害防止のための啓発物の配布。消費生活講座の開催。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      1,659             

1      1,445             



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

平成23年度の消費者行政予算 4,262             千円

平成20年度の消費者行政予算 340               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,965          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 297             千円

平成24年度の消費者行政予算 4,281             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,482          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,445             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 799             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

502             千円

相談員総数 1      

20年度差 459             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加費の負担

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 小山町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

223441 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 18                 18                     需用費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

93                 93                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット・啓発資料の作成・配布 1,540             1,540                需用費

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

3,358             3,358                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

21年度にセンターを新設し、基金を活用して参考図書（「消費者六法（２０１２年版）」「特定商取引法ハンドブック」他６冊）を購入したが、
様々なケースの消費生活相談に対応するためには不足している

（強化） 様々なケースの消費生活相談に対応するための参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 同報無線・広報誌等での啓発

（強化） パンフレット・啓発資料の作成・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 常勤相談員1名の雇用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      1,960             

1      1,707             



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

平成23年度の消費者行政予算 2,656             千円

平成20年度の消費者行政予算 166               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,932          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 724             千円

平成24年度の消費者行政予算 4,341             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,358          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 983             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

259             千円

相談員総数 1      

20年度差 817             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 富士市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222101 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

53                 53                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費 53

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12回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

「悪質訪問販売お断りステッカー」市内全戸配布、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、「消費生活センターＰ
Ｒ用マグネットバー」の配布（20,000個）、小・中学生向け
消費生活啓発冊子の配布、食品中の放射性物質啓発冊
子の配布、訪問購入啓発冊子の配布、大学生向け啓発
冊子の配布

5,751             5,751                
需用費　4,776（ステッカー2,604+くらしの豆知識652+マグネット
バー672+啓発冊子印刷費848）、役務費（ｺﾐｭﾆﾃｨFM広報費）
975

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

5,804             5,804                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター主催の研修及び県主催の定例の研修には参加している。

（強化） 窓口高度化研修会など県が主催、経済産業省や公正取引委員会が主催する研修会に参加。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（強化）

悪質訪問販売対策として「悪質訪問販売お断りステッカー」を市内全戸配布する。主に高齢者世帯に配布し消費生活センターへの相談
につなげるために「消費生活センターＰＲ用マグネットバー」を購入する。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）や、小・中学生向け消費者啓発冊子を購入し配布する。東日本大震災後関心の高まっている食
品中の放射性物質について正しく理解してもらうために啓発冊子を購入し配布する。平成24年8月に特商法が改正され、訪問購入が新
たに規制の対象になったので、市民に啓発冊子を配布する。地元にある大学で、これから社会に出る人を対象に作られた啓発冊子を大
学生に配布する。コミュニティーＦＭを活用して消費生活センターの周知・消費者への啓発を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 13,510        千円

平成20年度の消費者行政予算 12,751        

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,328          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,182        千円

平成24年度の消費者行政予算 20,457        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,804          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,653        千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

2,471          千円

相談員総数 3      

20年度差 1,902          

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 富士宮市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222071 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

151               71                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費69　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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

2,026             1,013                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

報酬1,013

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

2,219             1,126                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修参加旅費は予算枠の範囲内で調整している。特に宿泊を伴う研修は、必要額不足となりなかなか参加できない。

（強化） 国民生活センター研修へ3回参加、県内研修へ参加。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 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。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

2      

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）

3      1,530             

3      1,013             



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

平成23年度の消費者行政予算 7,356             千円

平成20年度の消費者行政予算 5,603             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,042          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,314          千円

平成24年度の消費者行政予算 7,307             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,126          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,013             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,181          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

867             千円

相談員総数 3      

20年度差 578             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 静岡市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221007 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 保管庫、デジタルカメラ等の購入 328               328                   備品購入費328千円

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

247               247                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費232千円、負担金15千円

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 393               393                   報酬393千円

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） 増員した消費生活相談員の研修参加旅費、負担金

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

18,113           18,113               

⑬消費者教育・啓発活性化事業 各種広告の実施、各種啓発品の作成、各種講座の開催等 39,183           39,183               
報酬190千円、消耗品費7,704千円、印刷製本費1,018千円、役
務費28,388千円、委託料1,843千円、賃借料40千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

9,550             9,550                

備品購入費18,113千円

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 放射能測定機器、冷凍庫の購入

報酬8,393千円、社会保険料等1,157千円

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

72,834           72,834               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者教育副教材の作成、物価ダイヤルの設置 5,020             5,020                報酬1,175千円、旅費12千円、印刷製本費3,802千円、役務費31千円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活センターの認知度の不足、相談事業環境の不備

（強化） 保管庫、デジタルカメラ等の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） H21に増員した2人分の消費生活相談員の研修機会の不足

（強化） 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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 交通広告・フリーペーパー等を使っての周知、消費者力検定講座・市民リーダー養成講座・消費者団体との共催による講座の開催、各種啓発品の作成等

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存） 放射能測定機器の未設置

（強化） 放射能測定機器、冷凍庫を購入し、食品の検査を実施する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員を、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。

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） 消費者教育副教材の作成、物価ダイヤルの設置

⑱消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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

8      

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）

3      5,354             

11     9,550             



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

平成23年度の消費者行政予算 106,118         千円

平成20年度の消費者行政予算 50,186           

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 46,331        

うち基金（交付金相当分）対象外経費 59,787        千円

平成24年度の消費者行政予算 135,347         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 72,834        千円

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

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 9,550             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62,513        千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 11    人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

2,726          千円

相談員総数 11    

20年度差 12,327        

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 11    

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 11    

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

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 増員した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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 焼津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222127 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書購入費 16                 16                     消耗品費16

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

272               272                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費259 研修参加負担額13

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止 167               167                   消耗品費162 報償費5

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

455               455                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

書籍（特定商取引法の理論と実務、特定商取引に関する法律の解説、消費者六法、出会い系サイト詐欺被害対策マニュアル、割賦販
売法の解説、Q&A消費生活相談の基礎知識、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、誌上法学講座、くらしの法律相談、インターネッ
ト消費者問題、Q＆A訪販・通販マルチ110番）購入。

（強化） 既存のもので不足する図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県開催の研修に、既に相談業務にあたっている相談員1名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。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 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。また、消費啓発用パンフレットの作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 7,212             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,316             

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,385          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,827          千円

平成24年度の消費者行政予算 6,050             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 455             千円

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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,595          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-232           千円

相談員総数 4      

20年度差 -721           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 4      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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。

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 藤枝市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222143 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 20                 20                     図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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） 国民生活センター主催、県主催の研修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 100               100                   リーフレット購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

907               907                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

賃金

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員増員（1名）

1,130             1,130                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 基金を活用して執務参考図書（平成23年度版　消費生活相談のための法律等）を購入

（強化） 新たに法令改正等に対応できる執務参考図書（特商法・割販法の法令解説本）を購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修には相談員１名の参加

（強化） 国民生活センター主催、県主催の研修に参加できるように旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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、高齢者等の悪徳商法被害防止のためのリーフレットを購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員3名が週３日の交代勤務

（強化） 週５日勤務の相談員に加えて、週３日勤務の相談員を増員

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      864                

1      907                



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

平成23年度の消費者行政予算 4,718             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,500             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 212             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,506          千円

平成24年度の消費者行政予算 6,412             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,130          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 907               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,282          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

776             千円

相談員総数 3      

20年度差 782             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員研修参加旅費

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 島田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222097 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 30                 30                     需用費30

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

110               110                   

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）

費用弁償110

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） 国民生活センター及び静岡県が開催する研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品購入 575               575                   需用費575

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

715               715                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 既存の執務参考図書が法改正や相談の高度化に対応できていない。

（強化） 法改正や相談の高度化に対応するため、新たに執務参考図書を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 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） 国民生活センターが開催する研修へ2名参加するとともに、静岡県が開催する高度専門消費者研修への参加を支援する。

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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） 希望世帯へ訪問販売お断りの看板を配布し、市民の意識を高めるとともに窓口を周知する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 6,373             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,515             

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,223          千円

平成24年度の消費者行政予算 7,071             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 715             千円

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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,356          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

133             千円

相談員総数 3      

20年度差 -159           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催研修への参加人数増加、静岡県開催研修への参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 牧之原市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222267 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 15                 15                     消耗品費15

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

214               181                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費 175 、消耗品費 6

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び相談に従事する職員の研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 310               250                   消耗品費250   

⑫食品表示・安全機能強化事業

3,763             2,370                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

報酬2,100、共済費270

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

4,302             2,816                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談に必要な実務手引きなどの購入

（強化） 相談に必要な執務参考資料 (法令関係図書など) を購入し充実を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談窓口は、週半日勤務。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。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

2      2,368             

2      2,370             



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

平成23年度の消費者行政予算 5,077             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,075             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,499          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 578             千円

平成24年度の消費者行政予算 5,195             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,816          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,370             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,379          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

1,801          千円

相談員総数 2      

20年度差 1,304          

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 吉田町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224246 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書購入 4                   4                       参考図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 1,739             1,739                啓発用パネル及び町内全戸配布用リーフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,838             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）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考図書の種類が少ない。

（強化） 参考図書の種類の充実を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 平成２０年度までは地区別研修会等に参加。

（強化） 県や国が主催する相談員研修会等に相談員（担当者）が１名参加できるように旅費を支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町広報誌に消費生活関係の記事を掲載

（強化） 消費者被害防止のため、パネルを作成し庁舎内に掲示。リーフレット等を作成し、町内全戸配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

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）

-      -                   

-      -                   



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

平成23年度の消費者行政予算 2,125             千円

平成20年度の消費者行政予算 160               

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,048          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 77              千円

平成24年度の消費者行政予算 2,267             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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 429             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

352             千円

相談員総数 -      

20年度差 269             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 川根本町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224294 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発用パンフレット作成 378               378                   パンフレット作製費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

378               378                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講演会を開催し、消費者への啓発を図っている。

（強化） 講演会に加え、全戸を対象に消費者被害未然防止のためのパンフレットを配布し、啓発強化を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 360               千円

平成20年度の消費者行政予算 35                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 326             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34              千円

平成24年度の消費者行政予算 412               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 378             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34              千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -1              

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 磐田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222119 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 30 30 需用費　３０

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

183 183

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　１７４　　負担金　９

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県及び国民生活センター主催の研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の広報活動のため、各種啓発グッズを購入・作成 935 935 需用費　９３５

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

1,409             1,409                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 新たに特定商取引法等に関する参考図書を購入し、相談機能の強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 予算もなく、研修に参加できる機会が少なかった

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） 消費者教育のための啓発グッズを購入、啓発チラシを作成する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費者庁創設に伴い業務量が増加したにも関わらず、報酬は変わらず安価なものだった

（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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

2      

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）

2      261                



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

平成23年度の消費者行政予算 4,094             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,853             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,047          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,047          千円

平成24年度の消費者行政予算 4,041             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,409          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,632          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-415           千円

相談員総数 2      

20年度差 -2,221        

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

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

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員レベルアップのため、各種研修会に参加する

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 掛川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222135 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発グッズ・備品購入 330               330                   需用費（啓発用品）150、図書費（啓発資料）15、備品費
（パンフレット書架）165

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

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

548               548                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市費の範囲内にて出前講座資料を作成。啓発用パンフレットスタンド不足状態。

（強化） 啓発資料を購入し、出前講座の内容充実を図る。またイベント等にて啓発グッズを配布し啓発を強化。啓発用書架を購入し啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

1      

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）

1      39.5               

1      123                



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

平成23年度の消費者行政予算 4,576             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,856             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 384             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,192          千円

平成24年度の消費者行政予算 4,657             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 548             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 123               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,109          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-83             千円

相談員総数 1      

20年度差 -747           

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 人

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 袋井市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222160 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

152               152                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費147、負担金5

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 学生用等啓発グッズの配布 1,064             1,064                啓発グッズ1,064

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,236             1,236                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談の参考図書が不足

（強化） 相談の参考図書を購入（現在相談内容の増加している事例）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
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8,000枚、啓発用シャープペン2,000本、啓発用マグネットバー4,200
個、クリアファイル4，300枚、ポケットティッシュ3,000個）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 1,637             千円

平成20年度の消費者行政予算 842               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,045          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 592             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,688             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,236          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 452             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-140           千円

相談員総数 1      

20年度差 -390           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 御前崎市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222232 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書や啓発用DVDの購入 50                 20                     参考図書、啓発用DVD

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

171               53                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修参加負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県内外で開催される研修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 リーフレットや啓発用グッズ（ネックストラップ等）の作成、出前講座の開催 659               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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

880               473                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 参考図書の購入（トラブルに学ぶおしゃべり消費者法、インターネット消費者相談Q&A、判例から学ぶ消費者法、カード被害救済の法理と実務）

（強化） 参考図書や啓発用DVDの購入（未定）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県西部開催の研修に参加

（強化） 県内外の研修に積極的に参加する

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化） リーフレットや啓発グッズ（ネックストラップ等）を作成し、各戸配布やイベント等で配布する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 3,227             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,931             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 512             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,715          千円

平成24年度の消費者行政予算 3,196             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 473             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,723          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

8                千円

相談員総数 1      

20年度差 -208           

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 実務的な研修に積極的に参加できるように旅費を支援する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 菊川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222241 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） センター消耗品購入 50                 50                     センター消耗品

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

162               147                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員・職員の旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止のための啓発 245               245                   パンフ、教材、グッズ

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,247             657                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員賃金、雇用保険料

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 「見守り」ネットの充実 76                 76                     リーフレット、グッズ

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員賃金、雇用保険料等

1,780             1,175                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 平成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、シュレッダー、スピーカーなど）等購入

（強化） 相談業務の増加、相談員のレベルアップに伴う参考図書(消費者相談のための専門書籍等)の購入及びセンターＰＲ用ティッシュの購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県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及び司法書士会等の研修にも積極的に参加予定（相談員１名･職員１名

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前行政講座「気をつけて！悪質商法」開催

（強化） 消費者被害防止のためパンフレットやグッズを購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） 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

（強化） 見守りネット事業を充実又は周知させるためのリーフレットやグッズを作製

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、相談員の通勤距離の変更に伴う交通費の増額

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

1      1,225             

1      657                



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

平成23年度の消費者行政予算 2,082             千円

平成20年度の消費者行政予算 285               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,775             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 307             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,986             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,175          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 657               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 811             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

504             千円

相談員総数 1      

20年度差 526             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 森町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

224618 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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）

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）

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）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止啓発事業の強化 1,240             1,240                需用費1,240

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,279             1,279                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県西部開催の研修会に参加

（強化） 県主催及び県主催以外の研修会にも参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者被害防止のための啓発

（強化） 悪質商法被害防止のため、全世帯に啓発品（玄関周り貼付用シール）を配布し、啓発回覧板を全組に配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 358               千円

平成20年度の消費者行政予算 248               

千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 144             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 214             千円

平成24年度の消費者行政予算 1,503             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,279          千円

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

千円 前年度差

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 224             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 -      人

10              千円

相談員総数 -      

20年度差 -24             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      人

人 平成24年度末予定 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 浜松市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

221309 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談員用図書購入 100               100                   需用費　100,000円

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

27                 27                     

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 　 　

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　27,000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） 国・県主催の高度専門消費生活相談員研修に参加

95                 95                     

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　95,000円

⑬消費者教育・啓発活性化事業
被害防止啓発事業委託及びマニュアルの配布、テレビ等
購入、高齢消費者見守りガイドブックの印刷・配布

19,886           19,886               委託料　3,000,000円　需用費　16,569,000円　備品　317,000円

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品の品質・安全性に関する講習会等に参加

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

20,408           20,408               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費者団体連絡会が実施する講演会への補助 300               300                   補助金　300,000円

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談用図書を購入

（強化） 今年度においては、新たにJAS法関連図書を購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員研修(専門・事例講座4名参加)

（強化） 国・県主催の高度専門消費生活相談員研修に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活講演会・くらしのセミナーの開催

（強化）
高齢消費者被害防止啓発事業(被害防止地区会議、実態調査、講座・啓発キャンペーンの実施)及び悪質商法撃退マニュアルの配布、
啓発用テレビ・レコーダーの購入、高齢消費者見守りガイドブックの印刷・配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品の品質・安全性に関する講習会に参加

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 浜松市消費者団体連絡会が新規に実施する、食の安全・安心に関する基礎的事項を勉強する講演会に要する経費を補助する

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 23,480           千円

平成20年度の消費者行政予算 3,191             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,908          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,572        千円

平成24年度の消費者行政予算 35,522           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 20,408        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,114        千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 6      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-4,458        千円

相談員総数 6      

20年度差 11,923        

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 6      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 　 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 6      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 静岡県 市町村名 湖西市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

222216 平成 24 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

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 20                 20                     消耗品：20

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

299               263                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費：263

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等への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育及び啓発のための資料、消耗品の購入 1,095             1,074                消耗品：1,074

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,414             1,357                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修会等への参加

（強化） 県主催及び国民生活センター主催の研修会への相談員等を参加させるため支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 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

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）



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

平成23年度の消費者行政予算 2,882             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,031             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,349          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,533          千円

平成24年度の消費者行政予算 2,851             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,357          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,494          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-39             千円

相談員総数 2      

20年度差 463             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 2      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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


	市町村事業計画様式

