
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活相談機能整備・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）

55                    

需用費

都道府県名 静岡県 市町村名 下田市

消費生活相談員養成講座旅費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

⑬地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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

85                 

-

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

専門相談員養成講座を受講し、相談員及び担当職員の専門
知識習得を図り、相談窓口の多種多様に対応する。

190               

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

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）

105               啓発グッズの作成・配布

事業経費
交付金相当分対

象経費

平成

対象経費

26 年度自治体コード

事業の概要

222194

105                   

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
（先駆的事業）

-160                   
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

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）

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

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）

（強化）

（既存）

（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）

（強化）

事業名

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者の未然防止・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啓発グッズを配布する。

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（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）

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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（先駆的事業）

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）

（既存）

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。

⑬地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）

なし

（強化）

（強化）

（既存）
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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

５．消費者行政予算について

千円

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

千円408                     前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

人

人日

追加的総業務量（総時間）

299                     

実地研修受入人数

追加的総費用

年間実地研修受入総日数

人

法人募集型

人日

千円

うち交付金相当分対象外経費

研修参加・受入要望

対象人員数計

千円20年度差 -106           

千円

千円 前年度差142                  

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

千円うち交付金相当分対象外経費

千円

-157           

うち交付金相当分対象経費 160                  

千円

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

248                  

今年度の消費者行政予算 302                     

うち交付金相当分対象経費 160                  

参加者数

実施形態

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

県開催の研修参加の旅費及び研修費（教材費を含む）を支援する。

今年度末予定

①報酬の向上

○

人

相談員総数

処遇改善の取組

1         

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数前年度末

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

相談員数前年度末

うち定数内の相談員 相談員数

前年度末消費生活相談員の配置 1         人1      

前年度末

相談員数

相談員数

人

人

②前年度における雇止めの有無

無

無

①前年度における首長表明の有無

1      

人

人

相談員総数 人

人
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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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
（先駆的事業）

合計 - 106               77                    -

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）

⑬地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）

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）

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参加 106               77                    旅費　69、研修参加負担金　8

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

東伊豆町 自治体コード 223018 平成都道府県名 静岡県 市町村名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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）
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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）

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）

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（先駆的事業）

（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）

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）

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1日、沼津5日）、レベルアップにつながる研修会（東京1日）に参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

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）

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
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 49                    千円 20年度差 -50             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 126                     千円

うち交付金相当分対象経費 77                    千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 49                    千円

うち交付金相当分対象経費 79                    千円

千円

前年度の消費者行政予算 128                     千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 99                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数
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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）

223026都道府県名 静岡県 市町村名 河津町 平成 26 年度

対象経費

自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

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）

消費者啓発資料の作成・配布 519               519                   啓発資料作成配布費用519

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）

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）

⑬地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）

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
（先駆的事業）

合計 - 519               519                   -

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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）

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） 啓発資料を3,000部作成し、全戸に向けて配布する

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 407                     千円

平成20年度の消費者行政予算 109                     

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象外経費 407                  千円

今年度の消費者行政予算 700                     千円

うち交付金相当分対象経費 519                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 72               千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 181                  千円 -226           千円

11



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

南伊豆町 自治体コード 223042

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費30 

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） 研修への参加支援 30                 30                    

需用費400 

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）

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 400               400                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 430               430                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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）

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） 消費者被害防止の啓発グッズの作成

（強化） 消費者被害防止の啓発グッズの作成数、種類、形態の増加によるさらなる消費者被害防止

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 270                     千円

平成20年度の消費者行政予算 100                     

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 170                  

うち交付金相当分対象外経費 100                  千円

今年度の消費者行政予算 530                     千円

うち交付金相当分対象経費 430                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 -                千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 100                  千円 -                千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

松崎町 自治体コード 22305

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費92　通行料12　駐車料10　受講料6

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） 職員の研修参加旅費 120               120                   

啓発グッズ61　啓発用リーフレット等614

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）

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等の作成 675               675                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 795               795                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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） 東部地域で開催される事例研究会等への職員の参加。

（強化） 東京で開催される国民生活センター主催の研修や県内中西部で開催される研修会への参加支援。

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） 町広報での周知や既存のものを輪転機で印刷したチラシの配布。

（強化） わかりやすくPR効果の高い啓発用リーフレット等を作成し、イベントでの配布や町内全世帯（約3,000戸）への配布。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

-       -                           

前年度の消費者行政予算 842                     千円

-       -                           

平成20年度の消費者行政予算 93                       

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象経費 796                  

うち交付金相当分対象外経費 46                    千円

今年度の消費者行政予算 843                     千円

うち交付金相当分対象経費 795                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

20年度差 -45             千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 -                        千円

うち交付金相当分対象外経費 48                    千円 2                千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

西伊豆町 自治体コード 223069

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費・駐車料

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） 消費者行政担当職員の研修参加支援（１名） 122               59                    

パンフレット及び啓発用品購入、委託料

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）

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・周知及び消費
者研究会への補助

385               385                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 507               444                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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） 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7回程度）

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）

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し、高齢者訪問時に配布及び役場窓口にて配布。啓発活動委託

（強化） 消費者被害防止のためのパンフレット（4000部）作成し、全世帯に配布。啓発用品（500個）作成、町のイベント（３回）で配布.啓発活動委託

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 621                     千円

平成20年度の消費者行政予算 210                     

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 434                  

うち交付金相当分対象外経費 187                  千円

今年度の消費者行政予算 627                     千円

うち交付金相当分対象経費 444                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 -27             千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 183                  千円 -4               千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

熱海市 自治体コード 222054

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

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） 担当職員及び相談員の県内研修への参加支援 89                 89                    

需用費

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）

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）

消費者被害防止用啓発商品の購入費 205               205                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 294               294                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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

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1300部作成

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 954                     千円

平成20年度の消費者行政予算 1,023                  

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 284                  

うち交付金相当分対象外経費 670                  千円

今年度の消費者行政予算 908                     千円

うち交付金相当分対象経費 294                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 -409           千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 614                  千円 -56             千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援 ○ 県主催研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

伊東市 自治体コード 222089

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費１００千円

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談の対応等（臨時職員１名） 1,750            1,750                賃金１，７５０千円

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） 職員、相談員等の各種研修会への参加 160               100                   

需用費５００千円

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）

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 620               500                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 2,530            2,350                -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 毎週月曜日１３時～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） 消費生活相談の対応、パイオネット入力事務、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、相談員が県内外を問わず、実施される研修会へ参加する。

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） 消耗品等の購入

（強化） 消耗品を購入、啓発チラシを作成し、イベント等で配布する。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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       1,798                      

前年度の消費者行政予算 4,850                  千円

1       1,750                      

平成20年度の消費者行政予算 529                     

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 2,347                

うち交付金相当分対象外経費 2,503                千円

今年度の消費者行政予算 4,458                  千円

うち交付金相当分対象経費 2,350                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 1,579          千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,750                  千円

うち交付金相当分対象外経費 2,108                千円 -395           千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3         人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

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

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

沼津市 自治体コード 222038

需用費10

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）
相談員の食品表示法施行時の対応力強化に向けた参考図書
の整備

10                 10                    

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費100、研修参加負担金5

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） 国民生活センター等主催の研修に参加 105               105                   

報償費129、旅費59、使用料4、需用費3,396

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）

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、高齢者等、年齢階層や対象者の特性に合わせた啓
発のための頒布資材の作成・購入及び消費者教育推進計画
策定に向けた「（仮称）沼津市消費者教育の在り方検討会」の
立ち上げ等

3,588            3,588                

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 3,703            3,703                -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

消費者六法をはじめ、広範囲な法令改正に対応した参考図書を購入。

（強化） 食品表示法に関する参考図書を整備することにより、食品表示法施行に向けた対応力の強化を図る。

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）

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）

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）

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年に相談員を１名出席させ、旅費を支給。

（強化）
国民生活センターをはじめとした各種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。また、負担金を要する研修
にも参加できるよう負担金を負担する。

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（2,000部）、高齢者（10,000部）等、年齢階層や対象者の特性に合わせた啓発のための頒布資材（「暮らしの豆知識」、パンフレット、
グッズ等）の作成・購入を図る。また、消費者教育推進計画の策定に向け、「（仮称）沼津市消費者教育の在り方検討会」を立ち上げ、会議の
開催やヒアリング調査等を通じて様々な主体における消費者教育の推進に向けた課題・ポテンシャルの整理等に取り組む。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 11,802                 千円

平成20年度の消費者行政予算 7,660                  

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 4,000                

うち交付金相当分対象外経費 7,802                千円

今年度の消費者行政予算 11,481                 千円

うち交付金相当分対象経費 3,703                千円

うち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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 7,778                千円 -24             千円20年度差 118             
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 2      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 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 前年度末 相談員数

②研修参加支援 ○
国民生活センターをはじめとした各種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。また、負担金を要する研修にも参加できるよう負担金を負担する。

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 -

⑬地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）

-

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）

711               711                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

中学校向け啓発事業（出前講座用UD仕様レーザーポインター購入・
リーフレット作成）、街頭キャンペーン、高齢者向け啓発事業（啓発リー
フレット、グッズ作成、）

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
（先駆的事業）

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）
静岡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

消耗品費　備品購入費

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）

657               657                   

旅費　研修参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

54                 54                    

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

交付金相当分対
象経費

対象経費

三島市 自治体コード 222062

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名 静岡県 市町村名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬地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）

⑭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）

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）

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（先駆的事業）

（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）
出前講座用備品（ＵＤ対応レーザーポインタ）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。

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）

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。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 5,834                千円 20年度差 -332           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 6,545                  千円

うち交付金相当分対象経費 711                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,834                千円

うち交付金相当分対象経費 741                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,575                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 6,166                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 人

①前年度における首長表明の有無 有

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

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

今年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人人

2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

御殿場市 自治体コード 222151

参考図書20　備品（ホームガード呼び出しセット、通話録音装
置）39

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 懸案事例について、弁護士を招いて勉強会を行う 216               216                   委託料　216

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） センター機強化のための参考図書購入、備品購入 59                 59                    

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費239　研修資料消耗品費5　研修参加者負担金21

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） 相談員等の県内外、国民生活センターの研修参加支援 265               265                   

報償費（消費生活講座講師報償費）320、消耗品費（啓発用パ
ンフレット、DVD等購入費）331

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）

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 651               651                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 1,191            1,191                -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 特商法の改正に伴う対応力の強化のための図書（『詳解特定商取引法の理論と実務第3版』等）を購入し、さらなるセンター機能強化・拡充を図

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）

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）

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）

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。また、消費者教育推進に資するため、消費者教育講師養成講座への参加支援
をする。

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）
外部講師を招いて消費生活講座（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地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 13,871                 千円

平成20年度の消費者行政予算 10,922                 

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 905                  

うち交付金相当分対象外経費 12,966              千円

今年度の消費者行政予算 14,181                 千円

うち交付金相当分対象経費 1,191                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 2,068          千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 12,990              千円 24               千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 3      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3         人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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

①前年度における首長表明の有無 有

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

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

裾野市 自治体コード 222208

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

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） 県内・外での研修への参加支援 240               240                   

需用費、報償費

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）

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 568               500                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 808               740                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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10回、県外開催の研修に年15日間、相談員2人が参加できるように旅費を支援

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） 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。警察職員を講師に招き振込め詐欺注意喚起

（強化） 啓発用パンフ、冊子の作成。外部より講師を招き消費者被害防止啓発講座を開催。司法書士による多重債務相談の実施。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 4,967                  千円

平成20年度の消費者行政予算 4,804                  

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 736                  

うち交付金相当分対象外経費 4,231                千円

今年度の消費者行政予算 4,852                  千円

うち交付金相当分対象経費 740                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 -692           千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 4,112                千円 -119           千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 2      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援 ○ 県内・外開催の研修参加のための旅費を

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無
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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）

平成都道府県名 静岡県 市町村名 26 年度

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

伊豆市 自治体コード 22224

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費65

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） 相談員と担当職員の研修参加支援 65                 65                    

需用費766　報償費（講師謝礼）30

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）

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

796               796                   

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
（先駆的事業）

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

合計 - 861               861                   -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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、担当職員が県内参加の研修会に参加できるよう旅費を支援

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） なし

（強化） 消費者被害防止のための啓発冊子、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、啓発ｸﾞｯｽﾞの購入・配布　出前講座の開催

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 1,171                  千円

平成20年度の消費者行政予算 91                       

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 595                  

うち交付金相当分対象外経費 576                  千円

今年度の消費者行政予算 1,439                  千円

うち交付金相当分対象経費 861                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

20年度差 487             千円 前年度差

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 578                  千円 2                千円
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 1      うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②研修参加支援 ○ 相談員が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

②前年度における雇止めの有無 無
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 754               754                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

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）

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）

旅費98

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 656               656                   報酬605　費用弁償51

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） 県主催研修会への参加 98                 98                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

自治体コード 222259 平成 26伊豆の国市 年度都道府県名 静岡県 市町村名
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

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）。日額報酬5,500円を7,300円にUP（勤務時間5Hから６Hに延長）

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）

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）

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） 県主催の窓口高度化、研修会等への出席

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -31             千円うち交付金相当分対象外経費 389                  千円 20年度差 97               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 656                     千円

今年度の消費者行政予算 1,143                  千円

うち交付金相当分対象経費 754                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 420                  千円

うち交付金相当分対象経費 726                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,146                  千円

対象人員数計 追加的総費用

2       656                        

平成20年度の消費者行政予算 292                     

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       486                        

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,339            1,390                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

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）

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）

旅費40

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 2,199            1,250                報酬1,082 費用弁償18　保険料等150

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 40                 40                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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） センターＰＲ資材・相談業務に活用する図書雑誌等

26 年度

対象経費

センターＰＲ資材70,図書雑誌30

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

100               100                   

都道府県名 静岡県 市町村名 函南町 自治体コード 223255
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員への報酬、費用弁償、保険料等

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）

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）

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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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

（強化） 平成24年に開設された消費生活センターの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
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 16               千円うち交付金相当分対象外経費 1,159                千円 20年度差 868             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,250                  千円

今年度の消費者行政予算 2,549                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,390                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象外経費 1,143                千円

うち交付金相当分対象経費 1,398                千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,541                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,250                      

平成20年度の消費者行政予算 291                     

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       1,550                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 相談員の県主催研修会への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,556            3,442                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

啓発用品942、啓発リーフレット印刷70、講師謝金30

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）

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掛ける啓発活動等 1,042            1,042                

旅費167、研修参加負担金6

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口の整備 3,341            2,227                賃金・通勤手当2,039、社会保険料等188

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等が開催する研修会への参加 173               173                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 223417
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週１回の相談員の報酬及び費用弁償

（強化） 相談窓口の整備を図るための相談員賃金

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活動実施

（強化） 高齢者を対象にした啓発リーフレットの配布。街頭啓発の強化。消費生活講座、消費生活展の実施

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）

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） 県及び地区開催の研修に相談員３名参加

（強化） 県・地区及び国民生活センター開催の研修に相談員が参加できるよう旅費を支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）

62



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

５．消費者行政予算について

前年度差 24               千円うち交付金相当分対象外経費 1,114                千円 20年度差 774             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,227                  千円

今年度の消費者行政予算 4,556                  千円

うち交付金相当分対象経費 3,442                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,090                千円

うち交付金相当分対象経費 3,169                千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,259                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,227                      

平成20年度の消費者行政予算 340                     

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       1,891                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加費の負担

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,693            1,693                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

需用費100

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）

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）

パンフレット・啓発資料等の作成、配布 100               100                   

旅費108

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員1名の配置 1,450            1,450                賃金1,450

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） 相談員が研修に参加 108               108                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）
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

26 年度

対象経費

需用費35

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

35                 35                    

都道府県名 静岡県 市町村名 小山町 自治体コード 223441
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

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

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） パンフレット・啓発資料等の作成・配布

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）

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参加

（強化） 県内の研修に10回以上参加

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -40             千円うち交付金相当分対象外経費 725                  千円 20年度差 559             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,450                  千円

今年度の消費者行政予算 2,418                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,693                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 765                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,715                千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,480                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,450                      

平成20年度の消費者行政予算 166                     

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                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 県内の研修に10回以上参加する旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,590            4,590                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

旅費39

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
（先駆的事業）

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）

食品表示に関する研修への参加支援 39 39

消費者教育推進計画策定に係る実態調査委託料2,238、啓発
冊子等需用費1,346、ラジオ放送役務費784

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）

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）

消費者教育推進計画策定に係る実態調査、市内高齢者世帯
に啓発冊子の配布(10,000部）、市内中学一年生に対して啓発
冊子の配布（3,200部）、地元大学・看護学校で啓発冊子の配
布（1,000部）、相談事例紹介回覧板の配布、コミュニティFMで
の相談事例の紹介番組とセンターの広報

4,368 4,368

旅費164、研修参加負担金19

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） 相談員及び職員の研修への参加支援（7名　延べ23回） 183 183

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 富士市 自治体コード 222101
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）
（強化）

⑬地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

（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） ＪＡＳ法の関して市に権限はなく、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、職員及び相談員計６名、計６回食品表示に関する研修への参加
を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）

　　（消費者教育推進計画策定に係る実態調査）計画策定のために市民や市内事業所を対象に実態調査を行う。
　　（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
子を配布する。
　　（中学生向け啓発冊子）消費者教育推進法が施行した中で、市内中学生一年生に、中学生向けに作られた消費者啓発冊子を配布する。
　　（これから社会に出る若者向け啓発冊子）地元大学と看護学校で配布する。
　　（回覧板）相談事例の書かれた回覧板を配布して、普段から使用してもらう。
　　（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）

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主催の研修や従来参加していなかったテーマの研修に、相談員及び職員計7名を合計23回参加できる
ように旅費と負担金を支援。国民生活センター主催の研修については、消費者教育推進に携わる講師養成講座について、従来参加してい
なかったテーマなので参加支援。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -4,454         千円うち交付金相当分対象外経費 7,739                千円 20年度差 -5,012         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 12,329 千円

うち交付金相当分対象経費 4,590                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 12,193              千円

うち交付金相当分対象経費 2,753 千円

千円

前年度の消費者行政予算 14,946 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 12,751                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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いテーマの研修に参加のた
めの旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3         人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 2,168            2,133                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

印刷製本費42千円

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）

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）

啓発資料作成 42                 42                    

旅費62千円　負担金3千円

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口体制1人から2人へ・窓口開設時間延長 2,026            2,026                報酬2,026千円

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） 県内外研修参加 100               65                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 22207
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 日額報酬支給(1日6時間勤務)の相談員3人交替で窓口1人体制。

（強化） 相談員3人のうち1人を月額報酬支給〔1日7.5時間勤務〕の常駐とし、(1日6時間勤務)を交替勤務とし、相談窓口を原則2人体制とする。

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）

（既存） キャンペーン・出前講座実施の際、啓発資料が不足している。

（強化） 啓発資料を増量購入して配布。

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）

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） 研修参加費は、予算の範囲で調整しているため、宿泊及び遠隔地の研修には1回または2回程度の参加に留まる。

（強化） 国民生活センター研修へ3回参加、県内高度化研修に参加。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -121           千円うち交付金相当分対象外経費 4,954                千円 20年度差 -649           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,026                  千円

今年度の消費者行政予算 7,087                  千円

うち交付金相当分対象経費 2,133                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,075                千円

うち交付金相当分対象経費 2,128                千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,203                  千円

対象人員数計 追加的総費用

3       2,026                      

平成20年度の消費者行政予算 5,603                  

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                      

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3         人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,046            1,046                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

報償費300千円、印刷製本費324千円、委託料162千円、賃借
料20千円

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）

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）

消費者教育推進計画書の作成、消費者団体との共催による出前講座・スマート
クッキング講座の開催、消費生活センターウェブサイト運営事業 806               806                   

旅費150千円、負担金30千円

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） 増員した消費生活相談員の研修参加費、負担金 180               180                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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 60                 60                    報償費60千円

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 静岡市 自治体コード 221007
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） センターウェブサイトの運営や消費者団体と共催し講座等を開催することで、注意喚起を行う。また、消費者教育を総合的・一体的に推進するために計画を策定する。

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）

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人を含む消費生活相談員の研修参加を支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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。

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 5,740          千円うち交付金相当分対象外経費 64,326              千円 20年度差 14,140         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 -                        千円

今年度の消費者行政予算 65,372                 千円

うち交付金相当分対象経費 1,046                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象外経費 58,586              千円

うち交付金相当分対象経費 22,614              千円

千円

前年度の消費者行政予算 81,200                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 50,186                 

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 -      人

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 前年度末 相談員数 -         人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 10       人 今年度末予定 相談員数 10    人

10    人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -         人 今年度末予定 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 10       人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 812               812                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

需用費505

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）

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）

出前講座等で使用する啓発物品の購入 505               505                   

旅費286　研修参加負担金21

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） 国民生活センター、県等の研修に参加 307               307                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 222127
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 出前講座等で効果的な啓発ができるよう講師（職員、相談員）を派遣するとともに教材等を作成する。

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）

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） 県内の研修会に職員と相談員1名が参加

（強化） 国民生活センター等の主催の研修会に相談員及び職員の参加を支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -479           千円うち交付金相当分対象外経費 5,319                千円 20年度差 -997           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 6,131                  千円

うち交付金相当分対象経費 812                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,798                千円

うち交付金相当分対象経費 463                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,261                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 6,316                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県等が主催する専門研修への参加

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4         人 今年度末予定 相談員数 4      人

4      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,307            3,307                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関す

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）

消耗品196、印刷製本費569

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）

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）

親子講座の開催、見守りガイドブックの作成 765               765                   

旅費100、参加者負担金4

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員分と相談員配置のための処遇改善 2,318            2,318                賃金2,318

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、県主催の研修へ参加 104               104                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活相談対応力強化のための専門家（司法書士）の活用 120               120                   報償費120

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 藤枝市 自治体コード 22214
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週５日を２人体制、相談員賃金　～H25　【有資格者】・・・１，１００円、１，０５０円　【無資格者】・・・１，０００円

（強化） 週５日を３人体制、相談員配置のための処遇改善　H26～　【有資格者】・・・１，２５０円　【無資格者】・・・１，０５０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）

（既存） なし

（強化） 小学生の親子対象に金融講座の開催、高齢者の見守りガイドブックの作成

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）

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、県主催の研修へ参加

（強化） 国民生活センター、県主催の研修等へ主に新規採用者の参加を支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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） 消費生活相談対応力強化のために、アドバイザー（司法書士1人）を委嘱し、複雑な相談についての助言をいただく

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -338           千円うち交付金相当分対象外経費 5,020                千円 20年度差 520             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,318                  千円

今年度の消費者行政予算 8,327                  千円

うち交付金相当分対象経費 3,307                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,358                千円

うち交付金相当分対象経費 1,354                千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,712                  千円

対象人員数計 追加的総費用

4       2,318                      

平成20年度の消費者行政予算 4,500                  

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）

4       1,816                      

対象人員数
（報酬引上げ）

4       

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、県主催の研修等へ主に新規採用者の参加を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 処遇改善　賃金単価　H26～　【有資格者】・・・１，２５０円　【無資格者】・・・１，０５０円

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

4      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 3         人 今年度末予定 相談員数 4      

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,331            3,331                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

需用費 3,197

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）

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 3,197            3,197                

費用弁償　109  ・　研修参加負担金　5

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） 国民生活センター及び県が開催する研修への参加支援 114               114                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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） 執務参考図書の購入

26 年度

対象経費

需用費　20

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

20                 20                    

都道府県名 静岡県 市町村名 島田市 自治体コード 222097
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 訪問販売防止のための掲示板(合併前地区対象)を配布

（強化） 安全ガイドを作成し全戸に配布することで、市民の消費生活に関する意識と自己対策力を高め、自立した消費者を育成する

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）

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３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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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

（強化） 相談員が特商法関連の相談対応力強化のため、参考図書を購入する
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 250             千円うち交付金相当分対象外経費 6,145                千円 20年度差 -370           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 9,476                  千円

うち交付金相当分対象経費 3,331                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 5,895                千円

うち交付金相当分対象経費 202                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,097                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 6,515                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3         人 今年度末予定 相談員数 3      人

3      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 4,740            2,605                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

消耗品費　283

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）

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 394               283                   

旅費　338　消耗品(資料代)　17

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
入する

3,934            1,967                報酬  1,711  共済費　256

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 412               355                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 222267
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

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） 消費相談窓口を週５日開設し、相談員２名を常勤とする。

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）

（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

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）

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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -219           千円うち交付金相当分対象外経費 4,722                千円 20年度差 3,647          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,967                  千円

今年度の消費者行政予算 7,327                  千円

うち交付金相当分対象経費 2,605                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 4,941                千円

うち交付金相当分対象経費 3,486                千円

千円

前年度の消費者行政予算 8,427                  千円

対象人員数計 追加的総費用

2       1,967                      

平成20年度の消費者行政予算 1,075                  

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                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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、社会保険料への加入

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 213               213                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

印刷製本費116

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）

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）

被害防止リーフレットの町内全戸回覧。 116               116                   

旅費97

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） 相談員・担当者の研修参加支援。 97                 97                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 吉田町 自治体コード 22424
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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） 町広報誌に記事を掲載するとともに、リーフレットを作成し、町内へ全戸回覧。

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）

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へ参加していた。

（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。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 123             千円うち交付金相当分対象外経費 916                  千円 20年度差 392             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 -                        千円

今年度の消費者行政予算 1,129                  千円

うち交付金相当分対象経費 213                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象外経費 793                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,971                千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,764                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 524                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 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。

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 210               210                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

需用費

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）

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冊子作成 210               210                   

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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 224294
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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冊子を作成し、更なる啓発強化を図る。

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）

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）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -                千円うち交付金相当分対象外経費 34                    千円 20年度差 -1               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 244                     千円

うち交付金相当分対象経費 210                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 34                    千円

うち交付金相当分対象経費 210                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 244                     千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 35                       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

-      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 3,459            1,650                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

報償費30　旅費1　需用費977　役務費156

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）

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）

啓発チラシ、グッズの作成及びアドバイザーによる講座の開催 1,164            1,164                

旅費140　負担金9

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の報酬増額 2,047            261                   報酬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主催の研修参加 172               149                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活アドバイザーとして弁護士及び司法書士を委嘱 76                 76                    報償費70　旅費6

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 静岡県 市町村名 磐田市 自治体コード 222119

105



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

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）

（既存） 消費者被害防止のための啓発用品が不足していた。

（強化） 啓発チラシやグッズの作成及びアドバイザーによる消費生活に関する講座の開催。

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）

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） 予算が少なく、研修に参加できる機会がない。

（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。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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） アドバイザー（弁護士・司法書士各1名）を委嘱し、高度な相談について随時助言いただく

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -143           千円うち交付金相当分対象外経費 2,655                千円 20年度差 -2,198         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 261                     千円

今年度の消費者行政予算 4,305                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,650                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,798                千円

うち交付金相当分対象経費 1,149                千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,947                  千円

対象人員数計 追加的総費用

2       261                        

平成20年度の消費者行政予算 4,853                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数

108



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 992               992                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

謝礼：啓発講座謝礼91、需用費：啓発用品300
図書費：啓発資料210

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）

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、消費者被害防止啓発資料及びグッズ購入 601               601                   

旅費：研修諸費164、負担金：受講料24

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金アップ 123               123                   賃金：相談員賃金アップ分98、保険料：雇用主負担分25

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） 188               188                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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、事例検討等講師謝礼 80                 80                    謝礼：高度消費相談謝礼70、事例検討等講師謝礼10

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 222135
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者団体による出前講座６回。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。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。

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）

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） 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・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：25回）

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） 相談員賃金時給1,310円

（強化） 相談員賃金を上げる。時給1,340円。

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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） 相談先が無い状況。

（強化） 困難な事例を専門性の高い司法書士等へ相談する。他市と合同で弁護士等に講師を依頼し、事例検討会を開催する。

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -16             千円うち交付金相当分対象外経費 4,116                千円 20年度差 -740           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 123                     千円

今年度の消費者行政予算 5,108                  千円

うち交付金相当分対象経費 992                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象外経費 4,132                千円

うち交付金相当分対象経費 1,068                千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,200                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       123                        

平成20年度の消費者行政予算 4,856                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       39.5                       

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 690               690                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関す

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）

啓発グッズ購入377

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 120               120                   劇団謝礼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 377 377

旅費146、研修参加負担金5

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） 相談員・行政職員の研修参加支援 151               151                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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 42 42 アドバイザー謝礼70

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

都道府県名 市町村名 袋井市 自治体コード 222160
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） 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

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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）
街頭啓発・学生・高齢者用に啓発パンフ、グッズを配布（クリアファイル4,000枚、啓発用シャープペン3,500本、啓発用ばんそうこう1,000セッ
ト）

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）

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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -441           千円うち交付金相当分対象外経費 205                  千円 20年度差 -637           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 895                     千円

うち交付金相当分対象経費 690                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 646                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,057                千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,703                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 842                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 864               690                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

需用費

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）

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）

リーフレット・啓発グッズ等作成 660               600                   

旅費・研修参加負担金

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） 県内外の研修に積極的に参加 174               70                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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） 参考図書の購入

26 年度

対象経費

参考図書等

平成

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

30                 20                    

都道府県名 静岡 市町村名 御前崎市 自治体コード 222232
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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・窓口周知カードの作成

（強化） 啓発用玄関ステッカー・啓発用リーフレットを作成し出前講座で配布する

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）

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）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（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

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）

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

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・消費者六法等）

（強化） インターネットトラブル相談の対応に役立つインターネット関連参考図書の購入
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 18               千円うち交付金相当分対象外経費 2,576                千円 20年度差 -355           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 3,266                  千円

うち交付金相当分対象経費 690                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 2,558                千円

うち交付金相当分対象経費 692                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,250                  千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,931                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,463            855                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

消耗品

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 35                 35                    消耗品

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 223               193                   

旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員賃金、雇用保険料等 1,127            564                   賃金、雇用保険

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 78                 63                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 222241
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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） 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パンフレット及びグッズを購入し配布

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）

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

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「気を付けて！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）

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）

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、各県民生活センター（西部、中部）主催の研修及び他機関での研修会へ積極的に参加予定（相談員1名・職員1名）

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 8                千円うち交付金相当分対象外経費 838                  千円 20年度差 553             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 564                     千円

今年度の消費者行政予算 1,693                  千円

うち交付金相当分対象経費 855                  千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 830                  千円

うち交付金相当分対象経費 943                  千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,773                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       564                        

平成20年度の消費者行政予算 285                     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,220                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1         人 今年度末予定 相談員数 1      人

1      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1         人 今年度末予定 相談員総数
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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 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

自治体コード 224618

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

21                 21                    

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

937               937                   

旅費21

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） 県内での研修参加

需用費937

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）

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

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
（先駆的事業）

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）

958               958                   

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

-合計 -
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

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）

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）

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

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） 封筒に被害防止啓発文を印刷し、文書発送に使用する。被害防止啓発パンフレットを作成し、各世帯に回覧する。

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（先駆的事業）

（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）

⑭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）

⑬地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）
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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

５．消費者行政予算について

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）

前年度の消費者行政予算 1,999                  千円

平成20年度の消費者行政予算 248                     

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象経費 1,768                

うち交付金相当分対象外経費 231                  千円

今年度の消費者行政予算 1,093                  千円

うち交付金相当分対象経費 958                  千円

うち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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 135                  千円 -96             千円20年度差 -113           
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -         人 今年度末予定

今年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人

人 今年度末予定 相談員数 人

人 今年度末予定 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 前年度末 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 有
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 29,900           29,900              -

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

風評被害防止支援業務委託 4,000            4,000                委託料4,000

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
（先駆的事業）

補助金300　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）

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）、出前講座へ
の講師派遣謝礼

550               550                   

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、ポス
ターの作成、啓発グッズの作成、備品（ＤＶＤ）購入、広告（交
通広告、雑誌）による消費者被害防止業務委託、消費者教育
推進支援業務委託（計画策定支援、関係機関とのコーディネイ
ト業務等）、消費者教育フェアの開催委託、消費者教育推進地
域協議会の開催

24,665           24,665              
謝礼152   旅費65 　需用費1,748   広告料10,500
 委託料12,100　    備品購入費100

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） 国、県主催の高度専門消費生活相談員研修に参加 285               285                   旅費265　 出席者負担金20

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

謝礼300

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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 300               300                   

対象経費

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し、相談員の対応力を強化する。 100               100                   需用費100

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費

自治体コード 221309 平成 26 年度都道府県名 静岡県 市町村名 浜松市
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）、出前講座への講師派遣謝礼

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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、ポスターの作成、啓発グッズの作成、備品（ＤＶＤ）購入、広告（交通広告、雑誌）によ
る消費者被害防止業務委託、消費者教育推進支援業務委託（計画策定支援、関係機関とのコーディネイト業務等）、消費者教育フェアの開
催委託、消費者教育推進地域協議会の開催

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）

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・事例講座に参加）

（強化） 国・県主催の高度専門消費生活相談員研修に参加

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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

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

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等関係法令の改正に対応するための参考図書を新規購入
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -1,142         千円うち交付金相当分対象外経費 20,918              千円 20年度差 17,727         千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

今年度の消費者行政予算 50,818                 千円

うち交付金相当分対象経費 29,900              千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 22,060              千円

うち交付金相当分対象経費 30,800              千円

千円

前年度の消費者行政予算 52,860                 千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 3,191                  

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 高度専門研修への参加機会の継続

③就労環境の向上

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 5         人 今年度末予定 相談員数 6      人

6      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 5         人 今年度末予定 相談員総数
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市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-合計 - 1,396            1,334                

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑬地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）

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
（先駆的事業）

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）

消耗品：139

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）

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 165               139                   

旅費：255

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 940               940                   非常勤報酬：940

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 291               255                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

26 年度

対象経費

平成

事業名 事業の概要 事業経費
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 222216
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２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地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）

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）

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9:00～12:00まで開設している。（平成25年4月から）

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

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）

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

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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

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）
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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

５．消費者行政予算について

前年度差 -32             千円うち交付金相当分対象外経費 1,330                千円 20年度差 299             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                        千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 940                     千円

今年度の消費者行政予算 2,664                  千円

うち交付金相当分対象経費 1,334                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象外経費 1,362                千円

うち交付金相当分対象経費 1,345                千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,707                  千円

対象人員数計 追加的総費用

2       940                        

平成20年度の消費者行政予算 1,031                  

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       783                        

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望
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６．市町村の消費生活相談員の配置について

1

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

②前年度における雇止めの有無 無

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

県内外開催の研修への出席旅費支給

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○

相談員数 人

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 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2         人 今年度末予定 相談員数 2      人

2      人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2         人 今年度末予定 相談員総数
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