
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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

消費生活相談員育成講座、旅費5555                     

160                   --

事業名

222194都道府県名 静岡県 市町村名 下田市 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 25

需用費105105                   105               
⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

啓発グッズの作成、配布（450個×２種類）

408               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

事業経費事業の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

303               
専門相談員育成講座（短期）を受講し、相談員及び担当
職員の専門知識取得を図り相談窓口の多種多様に対応
する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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。

平成20年度「なし」平成21・22年度消費者被害防止月間キャンペンで消費生活啓発グッズ配布

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑤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（研修参加支援）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者被害防止月間キャンペーンで消費生活グッズ（450個×２種類）を配布する。（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

（強化） 相談員や市担当職員が研修会に積極的に参加し、被害防止及び相談対応の向上を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

人

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数



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

前年度差143             千円20年度差 -126            千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

県開催の研修参加の旅費及び研修費（教材費含む）を支援する。

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

160             

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

90               うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度の消費者行政予算 299               

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

処遇改善の取組

-156            

千円

千円

千円

千円

千円

359               平成2４年度の消費者行政予算

人平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      人

千円

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

1      相談員総数 人

303               

うち基金（交付金相当分）対象経費

269             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成24年度末 人

人1      

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員

平成25年度の消費者行政予算



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

合計 - 109               79                     -

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談担当職員の県内外での研修への参加 109               79                     

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費　79,380円

⑧消費生活相談体制整備事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

自治体コード 223018 平成 25

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 静岡県 市町村名 東伊豆町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑥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）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（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(静岡11,400円×3日,沼津5,700円×3日)及びレベルアップにつながる研修会(東京28,080円(1泊2日)）に参加

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-8               千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -49             

うち基金（交付金相当分）対象経費 79               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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58               千円

平成2５年度の消費者行政予算 129               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 125             

平成2４年度の消費者行政予算 183               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 99                 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

170               170                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

150               150                   需要費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

20                 20                     旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発グッズの作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修への参加支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223042 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 南伊豆町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 包括支援センターとの連携の強化

（強化） 消費者被害防止の啓発グッズの作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修参加分旅費の支給（担当職員参加による）

（強化） 研修参加機会の増加、増加分の旅費の支給（担当職員参加による）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-                 千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -                 

うち基金（交付金相当分）対象経費 170             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 100             千円

平成2５年度の消費者行政予算 270               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 185             

平成2４年度の消費者行政予算 285               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 100               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

796               796                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

712               712                   消耗品費　50、印刷製本費　662

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

84                 84                     旅費６９、通行料９、駐車料３、研修参加費受講料３

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発グッズの購入、啓発用リーフレットの作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223051 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 松崎町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

45               千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 46               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -47             

うち基金（交付金相当分）対象経費 796             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）対象の賃料、人件費等 -                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                 千円

平成2５年度の消費者行政予算 842               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 878             

平成2４年度の消費者行政予算 879               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 93                 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

501               434                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

400               400                   パンフレット及び啓発用品購入、委託料

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

101               34                     旅費、研修参加の際の駐車場使用料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止・拡大防止のための啓発・広報・周知

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援（１名）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223069 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 西伊豆町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者被害防止のためのパンフレット作成、広報掲載

（強化） 消費者被害防止のためのパンフレット及び啓発用品作成、広報掲載、啓発活動委託

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 予算の範囲内で研修に参加

（強化） 県開催の研修に可能な範囲で参加（年５回程度）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

30               千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 187             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -23             

うち基金（交付金相当分）対象経費 434             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 157             千円

平成2５年度の消費者行政予算 621               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 666             

平成2４年度の消費者行政予算 823               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 210               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

284               284                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

219               219                   需用費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

65                 65                     旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止用の啓発商品の購入費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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の参加支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222054 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 熱海市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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、啓発リーフレットを800部作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県主催の研修参加のための旅費の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

72               千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 670             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 -353            

うち基金（交付金相当分）対象経費 284             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 598             千円

平成2５年度の消費者行政予算 954               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 391             

平成2４年度の消費者行政予算 989               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 1,023             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,373             2,373                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

525               525                   需用費５２５

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者ホットライン等による消費相談の対応等

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

100               100                   旅費１００

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金１，６１６　　費用弁償１３２

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発品等の購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,748             1,748                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222089 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 伊東市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 啓発品及びパンフレットの作成なし。

（強化） 啓発活性化のため、啓発品、パンフレットを購入する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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を設置。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講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。

⑦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実施される研修会へ都合により参加している。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,748                      

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       1,797                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外研修会参加への旅費の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-202            千円

3      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 875             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定

20年度差 346             

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,373           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）対象の賃料、人件費等 1,748             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,077           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,248             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 2,746           

平成2４年度の消費者行政予算 3,823             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 529               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

4,600             4,600                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

4,467             4,467                
啓発リーフレット・チラシ作成用材料購入費、啓発グッズ・リーフ
レット・チラシ購入・印刷製本費、ＤＶＤ購入費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

113               113                   研修参加旅費、研修受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

新成人、高齢者、障がい者等、対象者に合わせた啓発の
ための頒布物の作成・購入及び出前講座・貸出用ＤＶＤの
購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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・県等による研修への参加
支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 特定商取引法改正への対応力強化のための図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222038 平成

事業名 事業の概要 対象経費

参考図書購入費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

20                 20                     

都道府県名 静岡県 市町村名 沼津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 国民生活センター作成の啓発冊子等を購入、配布するとともに、ホームページ等で情報提供。

（強化）
新成人、高齢者、障がい者等、対象者に合わせた啓発や、出前講座・貸出用ＤＶＤを利用した地域における問題解決力強化のための講
座の開催等を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター主催の研修には、１年に相談員1名を出席させ、旅費を支給。

（強化） 国民生活センター主催の研修に参加できる相談員を２名とするとともに、回数についても増加を図る。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者六法をはじめ、法令改正に対応した参考図書を購入。

（強化） 特定商取引法の改正に対応した参考図書の拡充により、対応力の強化を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター・県等主催研修への出席旅費の支給及び受講料の負担

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

56               千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,802           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 142             

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,600           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,746           千円

平成2５年度の消費者行政予算 12,402           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 4,473           

平成2４年度の消費者行政予算 12,219           千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 7,660             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

741               741                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

633               633                   
掲示用啓発パネルの購入、出張相談用看板、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、

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

75 75 国民生活センター及び県主催各種研修会に派遣

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用パネルを購入し、消費者月間等に掲示する。看板やリーフ
レット・冊子・グッズ類を購入し、出張相談、配布を行う

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談者のプライバシー保護のため、外から見えないように
ついたてを設置をする。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222062 平成

事業名 事業の概要 対象経費

相談者プライバシー保護用ついたての購入

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

33                 33                     

都道府県名 静岡県 市町村名 三島市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 街頭キャンペーンや出前講座を実施。

（強化） 啓発パネルや看板、リーフレット・冊子・グッズ類を購入し、出前講座や街頭キャンペーン、出張相談や啓発を実施する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 東部県民生活センター主催講座のみに参加。

（強化） 県主催及び国民生活センター主催の研修会に相談員を派遣。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談者の様子が他の来庁者から見える状況である。

（強化） 相談室にプライバシー保護のため、相談者が外から見えないようについたてを設置する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 各種研修会出席のための旅費を支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

37               千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,834           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 -332            

うち基金（交付金相当分）対象経費 741             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,797           千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,575             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 1,030           

平成2４年度の消費者行政予算 6,827             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 6,166             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

905               905                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

526               526                   
報償費（消費生活講座講師報償費）231　消耗品費（啓発用パン
フレット等購入費）282　備品（講座用レーザーポインター）13

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

151               151                   旅費137　研修資料消耗品費2　研修参加者負担金12

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための教育、啓発

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） ｾﾝﾀｰ機能強化のための備品購入、参考図書購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 懸案事項について、弁護士を招いて勉強会を行う

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222151 平成

事業名 事業の概要

210               210                   

対象経費

事務用参考図書消耗品費10　備品費8

弁護士委託料210

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

18                 18                     

都道府県名 静岡県 市町村名 御殿場市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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。消費者講座用レーザーポインターの購入。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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。

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）
基金を活用して相談員が各種相談に対する各種法制を参照するための図書（『消費生活相談のための法律６５』等）を購入。その他は、
自己負担購入や研修時の配布物により、情報・知識を取得。

（強化）
相談事例にかかる図書を購入し、さらなるセンター機能強化・拡充を図る。また、相談者の相談時間外の利便性を向上するために時間外
自動再生対応の電話機を購入する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他 ○ 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

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

357             千円

3      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,287         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定

20年度差 2,365           

うち基金（交付金相当分）対象経費 905             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,930         千円

平成2５年度の消費者行政予算 14,192           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 1,217           

平成2４年度の消費者行政予算 14,147           千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922           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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

736               736                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

498               498                   啓発グッズ購入費、講師謝礼、啓発冊子購入費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

238               238                   旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発グッズ作成・消費者被害防止講座開催、啓発冊子配
布

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222208 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 裾野市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 国民生活センターの「発行者名義差替え印刷」で高齢者向けのパンフレット1000部作成。警察署職員を講師に招き降込め詐欺注意喚起

（強化） 啓発用クリアファイル1000部を購入。市内中学校、街頭キャンペーン等で配布。外部より講師を招き、消費者被害防止啓発講習に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（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16回、相談員2人が参加できるように旅費を支援

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内･外開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-130            千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,231           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 -573            

うち基金（交付金相当分）対象経費 736             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,361           千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,967             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 1,559           

平成2４年度の消費者行政予算 5,920             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

595               595                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

530               530                   需用費500　報酬費（講師謝礼）30

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

65                 65                     旅費65

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222224 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 職員の都合によりその都度参加

（強化） 相談員・担当職員が研修会に参加できるよう旅費を支援

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内開催の研修会に参加できるように旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-40             千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 576             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 485             

うち基金（交付金相当分）対象経費 595             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 616             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,171             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,174           

平成2４年度の消費者行政予算 1,790             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 91                 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

726               726                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員による相談日の拡大、報酬UP分

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

109               109                   旅費109

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬567、旅費50

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

617               617                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県主催研修への参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222259 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 伊豆の国市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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回実施へ）。日額報酬5,500円を7,300円にUP（H24.4～勤務時間5Hから6Hに延長）

⑦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等への出席

（強化） 地区別研修会に加え、県主催の窓口高度化研修会、事例検討会への出席

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円2       617                        

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       457                        

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員が研修に参加する際の旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 日額報酬5,500円を7,300円にUP（H24.4～、勤務時間5Hから6Hに延長）

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

9                 千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 420             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 128             

うち基金（交付金相当分）対象経費 726             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）対象の賃料、人件費等 617               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 411             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,146             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 783             

平成2４年度の消費者行政予算 1,194             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 292               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,341             1,398                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員への報酬・費用弁償・保険料等の支払

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

30                 30                     旅費30

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬1076,費用弁償18,保険料等150

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,187             1,244                

⑦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、消費者行政職員の研修への参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
センターＰＲ資材・相談業務に活用する備品(センター専用
パンフレットラック)・図書等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223255 平成

事業名 事業の概要 対象経費

センターPR資材等120,図書雑誌4

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

124               124                   

都道府県名 静岡県 市町村名 田方郡函南町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） (消費生活相談員の配置なし)

（強化） 消費生活相談員への報酬、費用弁償、保険料等

⑦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への参加)

（強化） 新設された研修などに参加するための消費者行政職員・相談員の旅費

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） (なし、消費生活センター未開設)

（強化） 平成２４年度に開設された消費生活センターPR実施(グッズの作成・配布)、相談業務に使用する図書等の購入



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,244                      

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                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の県主催研修会等への参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

9                 千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,093           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 802             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,398           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）対象の賃料、人件費等 1,244             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,084           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,491             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 2,802           

平成2４年度の消費者行政予算 3,886             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 291               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

4,259             3,169                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

876               876                   啓発用品等購入費846千円、報償費30千円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の設備を図る

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

113               113                   旅費110千円、研修参加負担金3千円

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金・通勤手当1,898千円、社会保険料等282千円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

町民への消費者被害防止を呼びかける啓発活動等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

3,270             2,180                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223417 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 清水町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 町内において、振り込め詐欺・悪質商法被害防止のための啓発を行う。

（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。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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相談員賃金

⑦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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       2,180                      

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       1,651                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加費の負担

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

291             千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,090           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 750             

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,169           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）対象の賃料、人件費等 2,180             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 799             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,259             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 3,482           

平成2４年度の消費者行政予算 4,281             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 340               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,715             1,715                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

91                 91                     需用費91

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員1名の配置

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

56                 56                     旅費56

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金1,535

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発資料の作成・配布

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,535             1,535                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談員が特商法関連の相談対応の際に参照する為の図
書を整備

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度223441 平成

事業名 事業の概要 対象経費

需用費33

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

33                 33                     

都道府県名 静岡県 市町村名 小山町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 啓発資料の作成・配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 非常勤相談員1名

（強化） 常勤相談員1名の雇用

⑦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） 毎年開催されている県内の研修会に10回参加

（強化） 県内の研修に積極的に参加

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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)」「特定商取引法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」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） 相談員が特商法関連の相談対応の際に参照する為の図書を整備



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,535                      

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       1,952                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内の研修に積極的に参加

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-215            千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 1      人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 768             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 602             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,715           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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,535             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 983             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,483             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 3,358           

平成2４年度の消費者行政予算 4,341             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 166               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

40                 40                     旅費40

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,753             2,753                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

2,456 2,456

需用費　1,217（高齢者世帯配布用啓発冊子630、中学生向け消
費者啓発冊子399、小学生向け消費者啓発冊子49、訪問購入に
関する啓発冊子90、啓発講座での啓発グッズ49）
役務費　975（ラジオ放送）
報償費　208（講演会講師報償費200、託児報償費8）、需用費56
（講演会ポスター・チラシ代47、生花代8、講師昼食代1）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

平成25年度からＪＡＳ法の食品表示に係る部分が県から権限
移譲されたため、食品表示に関する研修への参加支援（4名
延べ7回）

184 184 旅費165、負担金19

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市内高齢者世帯に、消費者啓発冊子「一人で悩まず、消
費生活センターに相談してください。」（20,000部）を配布、
市内中学生に対して中学生向け消費者啓発冊子の配布
（2,500部）、市内小学校に小学生向け消費者教育に関す
る啓発冊子の配布、コミュニティＦＭを活用した多発する被
害事例を紹介して注意を呼びかける番組の放送とセン
ターの広報、主に高齢者を対象に行っている啓発講座の
中で啓発グッズの配布、訪問購入に関する紹介冊子
（2,000部）、食品中の放射性物質に関する講演会

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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19回）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活センターオリジナルパンフレットの製作（10,000
部）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222101 平成

事業名 事業の概要 対象経費

需用費　73（オリジナルパンフレット製作費）

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

73 73

都道府県名 静岡県 市町村名 富士市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存） 食品表示に関する研修には不参加。

（強化） 平成25年度からJAS法の食品表示に係る部分が県から権限移譲された為、職員及び相談員4名、延べ7回の食品表示に関する研修への参加を支援。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）
   「悪質商法」については、消費者啓発講座等や広報紙で注意を呼びかけている。
　　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。
　　消費者啓発講座では、啓発冊子を配っている。

（強化）

　（ラジオ放送）コミュニティーＦＭを活用することで消費生活センターのＰＲを強化する。また、ラジオ番組内で、相談事例の紹介をして注意を呼びかけ
る。
　（高齢者世帯向け啓発冊子）市内高齢者世帯に、消費生活で困ったことがあればすぐに消費生活センターに相談してもらうために啓発冊子を配る。
　（小・中学生向け啓発冊子）消費者教育推進法が成立した中で、いろいろな世代への啓発を行うため、10代前半、小・中学生向けに作られた消費者啓
発冊子を配布する。
　（「訪問購入」に関する啓発冊子）今年の2月に施行された改正特定商取引法の「訪問購入」について、啓発冊子を配布して市民に紹介する。
　（啓発グッズ）主に高齢者を対象に行っている消費者啓発講座で、参加者に啓発グッズを配る。
　（食品中の放射性物質に関する講演会）東日本大震災後、市民に高まる食品中の放射性物質の関心に対応し、正しい理解をしてもらうため講師を呼ん
で講演会を実施する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 県開催の研修のうち、定例の研修以外には不参加。

（強化）
従来参加していなかった県や他機関開催の研修や従来参加していなかったテーマの研修に、相談員及び職員5名を合計年19回参加できるように旅費と
負担金を支給。国民生活センター主催の研修については、消費者教育に携わる講師養成講座については、消費者教育推進法成立後の新しいテーマ
の研修で従来参加していなかったテーマなので参加支援。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センターの紹介チラシについては、職員が作製した1色で、写真のないものを使っている。

（強化） 業者にデザインを頼み、市民にとって見易い紹介チラシにする。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○

従来参加していなかった県や他機関開催の研修や従来参加していなかったテーマの研修に参加
のための旅費を支援。国民生活センター主催の研修については、消費者教育に携わる講師養成
講座については、消費者教育推進法成立後の新しいテーマの研修で従来参加していなかった
テーマなので参加支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 3 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-3,506         千円

3 人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,147         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3 人 平成25年度末予定

20年度差 -1,604         

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,753           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）対象の賃料、人件費等 -                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,653         千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,900          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,804           

平成2４年度の消費者行政予算 20,457          千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 12,751           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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

2,206             2,128                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

42                 42                     需用費42

⑧消費生活相談体制整備事業 従前1人体制の窓口を2人体制に変更、開設時間延長

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

138               60                     旅費58　研修参加負担金2

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬2,026

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用配布物作成・購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

2,026             2,026                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222071 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 富士宮市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 日額報酬支給（1日6時間）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（1日7.5時間）とし、2人（1日6時間）が交代勤務の原則2人体制とする。

⑦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。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円3       2,026                      

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                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外開催の研修への参加旅費・負担金支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-1,106         千円

3      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,075           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定

20年度差 -528            

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,128           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）対象の賃料、人件費等 2,026             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,181           千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,203             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 1,126           

平成2４年度の消費者行政予算 7,307             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 5,603             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

22,647           22,647               

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

16,406           16,406               
報酬230千円、報償費290千円、旅費10千円、消耗品1,500千円、印刷製本費241千
円、備品購入費133千円、役務費8,090千円、委託料5,872千円、賃借料40千円

⑧消費生活相談体制整備事業
増員した消費生活相談員の報酬、社会保険料等、他の相
談員の報酬引上げ分

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

165               165                   旅費155千円、負担金10千円

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬5,059千円、社会保険料等706千円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

各種広告の実施、各種啓発品の作成、消費者教育関連調
査委託料等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

5,765             5,765                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
窓口にて、相談者にホームページ等を示しながら対応する
ためのタブレット型端末の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 建築アドバイザーの委嘱

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度221007 平成

事業名 事業の概要

60                 60                     

対象経費

備品購入費251千円

報償費60千円

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

251               251                   

都道府県名 静岡県 市町村名 静岡市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 広報紙、チラシ、出前講座等での注意喚起情報の提供、専門講座開催による啓発事業や、消費生活モニターによる月1度の価格調査の実施

（強化） 交通広告等を使っての注意喚起、消費者団体との共催による講座の開催、教員向講座の開催、各種啓発品の作成、消費者教育関連調査に係る委託等

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） H20までは8人（静岡窓口6人、清水窓口2人）の消費生活相談員による窓口体制

（強化） 消費生活相談員を増員し、報酬を引上げたことにより充実された相談体制を維持させる。

⑦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2人分の消費生活相談員の研修参加費、負担金

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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。

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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） 窓口にて、相談者にホームページ等を示しながら対応するためのタブレット型端末の購入



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円10     5,765                      

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）

2       3,072                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 増員した消費生活相談員の研修参加費、負担金

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人

人 平成25年度末予定 相談員数 10    人

人 平成25年度末予定 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 11    

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      

-3,927         千円

10    人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 -      人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58,586         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 11    人 平成25年度末予定

20年度差 8,400           

うち基金（交付金相当分）対象経費 22,647         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）対象の賃料、人件費等 5,765             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62,513         千円

平成2５年度の消費者行政予算 81,233           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 70,197         

平成2４年度の消費者行政予算 132,710         千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 50,186           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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

463               463                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

162               162                   消耗品費162

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

301               301                   旅費280、研修参加負担金21

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発品の作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222127 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 焼津市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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講師を派遣する。また、消費者啓発用パンフレットやノベルティグッズを作成。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

（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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国民生活センターが開催する専門研修への参加。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 4      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 4      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

203             千円

4      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,798           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25年度末予定

20年度差 -518            

うち基金（交付金相当分）対象経費 463             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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 ー

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,595           千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,261             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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 455             

平成2４年度の消費者行政予算 6,050             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 6,316             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,354             1,354                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

41                 41                     需用費41

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員増員（１名）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

210               210                   旅費193　研修参加負担金17

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金1084

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,084             1,084                

⑦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、県主催の研修会に参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書を購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度22214 平成

事業名 事業の概要 対象経費

図書19

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

19                 19                     

都道府県名 静岡県 市町村名 藤枝市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者被害防止のための啓発グッズ、リーフレットを購入

（強化） 高齢者等の悪質商法被害防止のための啓発リーフレットを作成し、出前講座等で配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員3名による相談業務

（強化） 相談案件の増加及び複雑化等による時間外勤務費用を支援

⑦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） 主に、国民生活センター主催の研修に相談員3名が複数回参加できるように旅費を支援

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 継続購読以外に新規の図書購入が難しい

（強化） 新たに法令改正等に対応できる執務参考図書（特商法の理論と実務、相談マニュアル等）を購入



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,084                      

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       987                        

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○
国民生活センター主催、県主催の研修会に積極的に参加し、相談員の資質向上をはか
る

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 時間外勤務手当の支給

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 3      

-32             千円

3      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 3      人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,249           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定

20年度差 749             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,354           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）対象の賃料、人件費等 1,084             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,281           千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,603             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 1,323           

平成2４年度の消費者行政予算 6,604             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 4,500             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

202               202                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

56                 56                     需用費 56　

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

89                 89                     旅費　49　・　費用弁償  40

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発物品の購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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県が開催する研修への参加支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書の購入・カラープリンターの購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222097 平成

事業名 事業の概要 対象経費

需用費 7　・　備品購入費　50

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

57                 57                     

都道府県名 静岡県 市町村名 島田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者月間と消費生活展開催時にポケットティッシュを配布し、啓発を行っている

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 年１回１名が国民生活センターが行う研修会へ参加

（強化） 国民生活センターが開催する研修へ2名参加し、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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 既存の参考図書が法改正に対応できていない。・契約書のコピーや啓発物の印刷がカラー対応できていない

（強化）
相談員が特商法関連の相談対応の際に参照するため、参考図書を購入する。・相談者の契約書のコピーや啓発物チラシをカラーにする
ため、カラープリンターを購入する



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-461            千円

3      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,895           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定

20年度差 -620            

うち基金（交付金相当分）対象経費 202             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,356           千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,097             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 715             

平成2４年度の消費者行政予算 7,071             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 6,515             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

5,628             3,486                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

1,264             1,123                消耗品費　1,123

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口を週５日開設し相談員２名が常勤とし、社会保険へ加入

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

446               405                   旅費　391  消耗品　14

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬　1,714  共済費　244

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

3,918             1,958                

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222267 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 牧之原市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 新成人、高齢者向け悪徳商法被害のパンフレット作成

（強化） 中、高校生を対象として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及びマネ－トラブルにかつ！冊子を購入し全戸配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談窓口は、週半日開設。相談員は、週半日勤務

（強化） 消費生活相談窓口を週５日開設し、相談員２名を常勤とする

⑦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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円2       1,958                      

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                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 常勤職員の相談員に対し、社会保険へ加入

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

2,562           千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,941           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 3,866           

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,486           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）対象の賃料、人件費等 1,958             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,379           千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,427             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,816           

平成2４年度の消費者行政予算 5,195             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 1,075             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,971             1,971                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

1,852             1,852                
講師謝礼金1100、講演会における消耗品費130、講演会チラシ
作製費107、警備手数料50、交通費62、通信運搬費50.
被害防止リーフレットの全戸配布353。

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

103               103                   旅費103

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活講演会の開催。被害防止リーフレットの配布。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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。

①消費生活相談機能整備・強化事業（拡充） 執務参考資料の充実を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度22424 平成

事業名 事業の概要 対象経費

参考図書の購入16

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

16                 16                     

都道府県名 静岡県 市町村名 吉田町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 町広報誌に消費生活関係の記事を掲載していた。

（強化） リーフレットを作成し、町内全戸へ配布。消費者問題に関心を持ってもらうため、有名講師を招き町内で講演会を開催。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 平成２０年度までは地区別研修会等に参加していた。

（強化） 県や国が主催する相談員研修会等に相談員・担当者が参加できるよう旅費を支援。

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（拡充）

（既存） 平成２０年度までは参考図書が少ない。

（強化） 新の参考図書を購入し充実させることで、日々複雑化する消費者問題に対応する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県や国が主催する相談員研修会等に参加できるよう旅費を支援。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

367             千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 793             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 633             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,971           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）対象の賃料、人件費等 -                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 426             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,764             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 1,841           

平成2４年度の消費者行政予算 2,267             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 160               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

210               210                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

210               210                   需用費　210

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害未然防止のための啓発用パンフレット作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度224294 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 川根本町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 講演会を開催し啓発を図る。

（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、更なる啓発強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-                 千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

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24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -1               

うち基金（交付金相当分）対象経費 210             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 34               千円

平成2５年度の消費者行政予算 244               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 378             

平成2４年度の消費者行政予算 412               千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 35                 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,210             1,210                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

787               787                   需用費　787

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬向上

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

121               121                   旅費　114　負担金　7

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬　261

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育推進法を踏まえた啓発用冊子やチラシの作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

261               261                   

⑦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等の研修に参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
新たに施行・改正された消費者教育推進法や特商法関連
の書籍の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 専門的知識のある司法書士をアドバイザーとして委嘱

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222119 平成

事業名 事業の概要

15                 15                     

対象経費

需用費　26

報償費　15

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

26                 26                     

都道府県名 静岡県 市町村名 磐田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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冊子を印刷し、啓発チラシを作成する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者庁創設に伴い、業務量が増加したにもかかわらず、相談員の報酬は従前のままだった。

（強化） 相談員の報酬を見直し、引き上げた。

⑦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、県及び国民生活センター主催の研修に参加する

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 消費生活関連法の解釈について専門家のアドバイスを受けることができなかった

（強化） 消費生活関連法の解釈について、専門家のアドバイザー制度を導入する

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 20年度以降新たに制定された法のため、関係する書籍がなかった

（強化） 新たに施行された消費者教育推進法や改正された特商法関連の書籍を購入する



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円2       261                        

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）

-       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員レベルアップのため、各種研修会に参加する

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 非常勤嘱託職員の報酬向上(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）

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-34             千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,598           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 -2,255         

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,210           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）対象の賃料、人件費等 261               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,632           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,808             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 1,409           

平成2４年度の消費者行政予算 4,041             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 4,853             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,068             1,068                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

647               647                   
謝礼：啓発講座謝礼 91、需用費：啓発用品 200、
図書費：啓発資料 210、備品費：プロジェクター、
スクリーン等 146

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金アップ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

228               228                   旅費：研修諸費 196、負担金：受講料 32

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

賃金：相談員賃金アップ分 98、保険料：雇用主負担分 25

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発講座の強化、啓発用備品購入、
消費者被害防止啓発資料及びグッズ購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

123               123                   

⑦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・担当係長等の研修への参加支援
（４名）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） アドバイザー謝礼

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222135 平成

事業名 事業の概要

70                 70                     

対象経費

謝礼：高度消費相談謝礼 70

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 掛川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者団体による出前講座６回。出前講座に使用する機材がない。市費の範囲内で出前講座資料を作成。

（強化）
地域での出前講座の開催を増やし、より多くの市民に啓発を図る。また、プロジェクター等の機材を使用し効果の高い啓発を図
る。出前講座やイベント等で啓発資料、啓発グッズを配布し啓発強化を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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。

⑦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・担当係長等２名・相談員１名が県主催の新規研修会や司法書士会、関係機関主催の研修会へ参加。（参加予定
回数：約25回）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 相談先がない状況。

（強化） 困難な事例を専門性の高い司法書士等へ相談する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       123                        

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                       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員の賃上げ

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-67             千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,132           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 -724            

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,068           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）対象の賃料、人件費等 123               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,199           千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,200             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 548             

平成2４年度の消費者行政予算 4,747             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 4,856             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者出前講座での劇団との連携

1,214             1,214                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

873               873                   啓発グッズ購入873

⑧消費生活相談体制整備事業

劇団謝礼120

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

151               151                   旅費146、研修参加負担金5

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

120               120                   

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

学生用等啓発グッズの配布

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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・行政職員の研修参加支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活相談専門アドバイザーへの謝礼

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222160 平成

事業名 事業の概要

70                 70                     

対象経費

アドバイザー謝礼70

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 袋井市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） なし

（強化） ほ～い布井劇団と連携して消費者出前講座を行う際の謝礼

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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6,500枚、クリアファイル4,200枚、啓発用シャープペン3,500本、啓発
用ゴミ水切りネット350セット）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 消費者専門アドバイザー（弁護士、司法書士）への謝礼

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 弁護士・司法書士が行う事例検討会参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

52               千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 489             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 -353            

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,214           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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 437             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,703             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 1,236           

平成2４年度の消費者行政予算 1,673             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 842               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

870               692                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

673               600                   リーフレット・啓発グッズ等

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

167               72                     旅費・研修参加負担金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発グッズの作成・リーフレットの作成

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県内外の研修に積極的に参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222232 平成

事業名 事業の概要 対象経費

参考図書等

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

30                 20                     

都道府県名 静岡県 市町村名 御前崎市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） マウスパッド・ポケットティッシュ・ネックストラップ・啓発用リーフレットの作成

（強化） ポケットティッシュ・相談窓口周知カード・啓発用リーフレットの作成

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が主催する研修へ積極的に参加する

（強化） 県や国民生活センター等が主催する実務的研修へ積極的に参加する

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書の購入（気をつけようネット中毒・気をつけよう消費者トラブル・クレサラ整理実務必携等）

（強化） 特定商取引法に関する図書を購入し相談の対応に役立てる。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 実務的な研修に積極的に参加できるよう旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-165            千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,558           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 -373            

うち基金（交付金相当分）対象経費 692             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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,723           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,250             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 473             

平成2４年度の消費者行政予算 3,196             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 2,931             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

「見守り」ネットの充実

1,549             943                   

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

217               187                   消耗品187

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金、雇用保険料等

消耗品35

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

170               157                   旅費157

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

35                 35                     

賃金559　雇用保険5

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,127             564                   

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222241 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 菊川市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） 民生委員、介護・福祉事務所を市役所が「菊川市高齢消費者・障がい消費者見守りﾈｯﾄ」により連携をして、地域の高齢者・障がい者を見守る

（強化） 見守りネット事業を充実または周知させるためのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを購入し配布

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 出前行政講座「気をつけて！悪質商法」開催

（強化） 消費者被害防止のため、リーフレットやグッズを購入及び配布（主に高齢者対象）（啓発用参考図書購入費を減額）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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時間勤務として相談業務に対応（相談員の交通費支給対象外により減額）

⑦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） 県（西部）・国民生活センター主催の研修及び他機関、東部・中部県民生活センター主催の研修に積極的に参加予定（相談員1名・職員1名）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       564                        

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       1,220                      

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加必要経費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

1                 千円

1      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 812             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

20年度差 527             

うち基金（交付金相当分）対象経費 943             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）対象の賃料、人件費等 564               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 811             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,755             千円

うち基金（交付金相当分）対象の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 1,175           

平成2４年度の消費者行政予算 1,986             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 285               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,768             1,768                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

1,740             1,740                需用費1,740

⑧消費生活相談体制整備事業

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

28                 28                     旅費28

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止啓発事業の強化

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県内での研修参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度224618 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 森町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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、全世帯に啓発品を配布

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-83             千円

-      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 141             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

20年度差 -107            

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,768           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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 224             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,909             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 1,279           

平成2４年度の消費者行政予算 1,503             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 248               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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

風評被害防止支援業務委託及び現地調査職員旅費

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者団体への補助（消費者啓発講座の開催、消費生活
情報提供ＨＰの作成）、出前講座への講師派遣

30,800           30,800               

旅費50　委託料5,000

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

23,778           23,778               需用費1,585　備品購入費100　委託料13,426　広告料8,667

⑧消費生活相談体制整備事業

5,050             5,050                

補助金600　謝礼250

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

250               250                   旅費250

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

850               850                   

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育の推進に関する法律を踏まえた教材購入、ﾁﾗ
ｼ等の作成、備品（ＤＶＤ）購入、研修会開催委託、啓発人
材育成委託、消費者教育推進業務委託（ｱﾝｹｰﾄ実施、検
討会開催）、及び効果的な広告（交通広告、ＦＭ放送、街
頭ﾋﾞｼﾞｮﾝ等）による消費者被害防止業務委託、高齢者の
金融分野による消費者被害防止業務委託（教材作成、講
習会等の開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑦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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活相談員用図書購入、情報提供用備品（掲示板、
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ立て）購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士助言委嘱

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度221309 平成

事業名 事業の概要

300               300                   

対象経費

需用費100　備品購入費472

謝礼300

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

572               572                   

都道府県名 静岡県 市町村名 浜松市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 被災地の風評被害防止支援事業実施(被災地取組みや被災地産品の紹介） （委託及び職員旅費）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） なし

（強化） 消費者団体への補助（消費者啓発講座の開催、消費生活情報提供HPの作成）、出前講座への講師派遣

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 悪質商法による消費者被害の防止を目的とした教材の購入、ﾁﾗｼの作成

（強化）
消費者教育の推進に関する法律を踏まえた教材購入、DVD購入、ﾁﾗｼ等の作成、研修会開催、啓発人材育成、消費者教育推進（ｱﾝｹｰ
ﾄ実施、検討会開催）、及び交通広告などの効果的な広告による消費者被害防止、高齢者の金融分野による消費者被害防止の強化（教
材作成、講習会等）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 高度に専門的な消費生活相談に対応するための弁護士活用

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談員用図書購入

（強化）
消費生活情報収集強化のための図書及び特商法の改正に対応するための参考図書を新規購入。情報提供機能強化のためポスター等
の掲示板及びﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ立てを新規に購入



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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 高度専門研修への参加機会の拡充

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 6      

1,533           千円

6      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 6      人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 22,060         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 6      人 平成25年度末予定

20年度差 18,869         

うち基金（交付金相当分）対象経費 30,800         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）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20,527         千円

平成2５年度の消費者行政予算 52,860           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 19,119         

平成2４年度の消費者行政予算 39,646           千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 3,191             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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

-合計 -

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

1,393             1,345                

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

146               134                   消耗品：134

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の開設時間の延長

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

283               247                   旅費：247

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

非常勤報酬：964

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育及び啓発のための資料、消耗品の購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

964               964                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員等の県及び国民生活センター主催研修会への参
加

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

25 年度222216 平成

事業名 事業の概要 対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 湖西市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 出前講座、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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口を9：00～12：00まで開設している

（強化） 相談窓口を9：00～15：00まで開設する。（平成25年4月から）

⑦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相談員等を参加させるための支援

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円2       964                        

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       804                        

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数

-132            千円

2      人

千円 前年度差

平成25年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,362           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定

20年度差 331             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,345           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）対象の賃料、人件費等 964               

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,494           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,707             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,357           

平成2４年度の消費者行政予算 2,851             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 1,031             千円


