
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 京都府 市町村名 京都市 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 261009 平成 21

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

修繕費，機器，図書，備品等購入費，作成費，掲載費，委託
料，配送費，電話回線増設費等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談ブースのセキュリティ機能強化，情報収集機器の整備，執
務参考資料・図書等の購入，ポスターの作成・掲載，市民しんぶ
んへの掲載，センター周辺施設での案内板の設置，啓発物品
等の新規作成，相談窓口の体制強化に伴う備品等の購入

13,900 13,900

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

講師謝金等

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の実務研修への参加支援 500 250 旅費，研修参加費等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 各専門機関の担当者を講師とした相談員向け研修会の開催 30 30

委託費等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士との連携による消費生活相談の充実 1,528 1,150

⑫食品表示・安全機能強化事業 相談員向け研修会の開催 30 30 講師謝金等

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

委託料，作成費，機材購入費，教育教材の作成に係る監修謝
金等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発動画の作成及び配信，消費者力検定受験対策講座
の実施，情報提供コーナーの充実，小学生向け消費者
教育教材の作成，出前講座用資料等印刷機材購入

9,451 8,100

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 新たな相談員の配置 2,000 2,000 委託料等（人材派遣業務委託）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

委託料，講師謝金，交通費，作成費，印刷費等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費者月間における「京都くらしのフォーラム（仮称）」企
画委員会の立ち上げ及び消費生活に係るシンポジウム

開催

2,240 2,240

合計 - 29,679 27,700



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談窓口案内チラシの作成，簡易パーテーションによる個別相談ブース（３ヶ所），情報収集機器（１台）

（強化）

固定式パーテーションによる相談ブースの確保（１ヶ所），情報収集機器の整備（インターネット接続PC１０台），相談員用の執務参考資
料・図書等の購入，相談窓口周知のための市民しんぶんへの掲載，相談窓口案内ポスターを京都市政広報板（市内約10,000箇所）に
掲示（10月1日～10月14日），市民生活センター周辺施設での案内板の設置，市民向け啓発物品等の新規作成，相談窓口の体制強
化に伴う備品等（相談員新規雇用に伴う電話回線等の整備，机や椅子，PC）の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 製品評価技術基盤機構，生命保険協会等の担当者を講師とした相談員向け研修会（１回）の開催

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存） 国民生活センタ 主催の研修 の参加支援（相談員1人当たり 2年に1回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士による相談員への相談支援事業（月1回，法律事例研究会を開催）

（強化） 弁護士による相談員への相談支援事業の充実（弁護士による法律指導及び助言の充実，あっせん業務の強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員1人当たり，2年に1回）

（強化） 国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員1人当たり，1年に1回）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活講座の開催，中学生用冊子などの啓発パンフレットの作成及び配布，図書購入等

（強化）
啓発動画の作成及び配信，消費者力検定受験対策講座の実施，市民向けビデオ視聴用機器及び図書・啓発ビデオの購入，小学生
向け消費者教育教材（京都市市民総合相談課のキャラクター「クーリング・オフマン」を用いたアニメーションDVD）の作成，出前講座用
資料等印刷機材購入等

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示等に関する相談員等への研修会（１回）の開催

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１０名体制

（強化） 平成22年1月～　消費生活専門相談員資格を有する者を2名配置し，相談業務を委託する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化） 消費者月間に「京都くらしのフォーラム（仮称）」を開催するため，企画委員会を立ち上げて事業計画を策定するとともに，消費生活に係
るシンポジウム（H22.2.2)を開催し，当該シンポジウムの成果を企画委員会に活かす。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

実地研修受入人数 人

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象経費

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2 791 2,000

27,700 千円

平成20年度の消費者行政予算 83,707 千円

平成21年度の消費者行政予算 121,667 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 93,967 千円 前年度差 10,260 千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 10 人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 10 人

12 人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 10 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

人 平成21年度末予定 相談員数 2

②研修参加支援 ○ 相談員への研修参加支援回数を増やすとともに，本市独自の相談員研修を実施す

③就労環境の向上 ○ 相談業務に必要な情報機器や，執務参考資料・図書等の充実を図る。

④その他 なし④その他 なし



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 京都府 市町村名 福知山市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262013 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談窓口の拡充 15                 15                    相談業務用参考資料代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

37 37

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加のための旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発（出張講座等） 128               125                   出張講座における資料購入費、資料作成費（A４教育資料）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

180               177                   -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 過去の研修資料、京都府から提供された資料をもとに相談業務を行う。

（強化） 幅広い相談内容に対応すべく、また法改正に対応する参考資料を購入し、相談業務の充実を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 府主催の研修に相談員（無資格者）が参加できるよう旅費を支援する（年１回）

（強化） 府主催の研修に相談員（無資格者）が参加できるよう旅費を支援する（年９回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者等の集会に出向き、寸劇やビデオ上映、行政・警察からの説明を交えた出張講座を開催する（年１４回）

（強化） 寸劇やビデオ上映、行政・警察からの説明を交えた出張講座の開催（寸劇講師への謝金１０００円／回、年３０回）。
敬老会等でのチラシ配布、成人式での啓発チラシ配布、消費生活記事掲載の広報ふくちやま全戸配布など。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

実地研修受入人数 人

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,784            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 177             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,817            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1 640 千円 前年度差 144 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,640        千円 前年度差 -144         千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262021 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

39                 38                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費 

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） ＰＩＯ－ＮＥＴの導入に係る研修への担当職員参加支援
（3名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

39 38

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 39               38                  合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） ＰＩＯ-NETを新規に配備するに当たり相談担当職員を研修会に参加させるための旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 3,259            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 38               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,569            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,531 千円 前年度差 -728 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,531        千円 前年度差 728         千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 -      人

3      人

相談員数 3      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 宇治市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262048 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

57 56

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

出張旅費(26000)　　参加負担金(2140)及び宿泊費(28600)

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 　消費生活相談員の国民生活センター研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

57 56

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 57               56                  -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） ２名相談員が配置されているが、国民生活センターでの基礎研修会に毎年交互に参加している

（強化） ２名とも同研修会に参加できることでレベルアップが図れる

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 2,151            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 56               千円

平成21年度の消費者行政予算 913               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 857 千円 前年度差 -1,294 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 857           千円 前年度差 1,294       千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センターでの基礎研修会に2名とも参加

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 宮津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262056 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談窓口の拡充 10                 10                    書籍等参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

192               192                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の府外、府内での研修への参加支援（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 736               736                   啓発資料作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

938 938

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 938             938                 合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 書籍等参考資料の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 府開催の研修で旅費の発生しない研修に参加

（強化） 府開催の研修(1回）及びその他の研修（国セン２回）に参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに高齢者及び、各層を対象にした悪徳商法被害防止のためのパンフレット、１３，０００部作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 938             千円

平成21年度の消費者行政予算 938               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

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



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 亀岡市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262064 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの機能強化 759               759                   事務用機器の設置、参考図書購入、相談窓口案内広報用チラシ

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

10                 10                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の府内での研修への参加支援（２名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育のためのビデオ・ＤＶＤ等の貸し出し 116               116                   
啓発用リーフレットの作成。悪質商法の手口などをまとめたビデ
オ等の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

885 885

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 885             885                 -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 消費生活相談窓口を本課に併設。

（強化） 消費生活センターを強化（ＰＩＯ－ＮＥＴの設置、プロジェクタ、スクリーン等)、消費生活参考図書、相談窓口案内広報用ちらし

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 府開催の研修には、年２回ぐらいの参加。

（強化） 府開催の研修に相談員（職員含む）月１回年１２回参加できるよう旅費を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活出張講座、親子消費者教室、消費者大学の開催。

（強化） 市民への消費者教育の教材として、消費者教育用ビデオ等の貸し出しを行う。啓発用リーフレットの作成。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 599               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 885             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,643            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 758           千円 前年度差 159            千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 758           千円 前年度差 159            千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 府開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 城陽市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262072 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の整備 22                 22                    消費者庁ホットライン専用直通電話設置費（22，365円）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

22 22

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 22               22                  合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 専用電話機設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 5,357            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 22               千円

平成21年度の消費者行政予算 5,311            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,289        千円 前年度差 -68            千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,289        千円 前年度差 68            千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成22年度予算要求に向けて、近隣の状況調査

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 向日市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262081 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活相談窓口を強化、整備 418               418                   機材・事務用機器の設置、執務参考資料の購入等

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

173               173                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等主催の研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 弁護士を講師に招いたセミナー開催、啓発パンフの配布 2,272            2,272                講師謝金、講師旅費、啓発資料作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

83                 83                    

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談増加分（報償費）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談件数の増加に備え、出張相談を実施し、窓口を強化

2,946 2,946

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 2,946           2,946              合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 機材・事務用機器、執務参考資料とも、不足した状況

（強化） プロジェクタ、スクリーン、ＩＣレコーダ等の設置、執務参考資料の購入等を行い、センター機能の強化を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 主に府内開催の研修に参加。

（強化） 国民生活センター等主催の研修に相談員・職員（のべ３人）が計３回程度参加できるよう支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 生活セミナーの実施（主に無償の講師を利用）。

（強化） 生活セミナーの講師に弁護士を招いて開催。市民を対象に計４講座。悪質商法への対策を手口のタイプ別にまとめた啓発冊子・チラシ等を作成し、各戸配布を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談を市役所内の相談室で週5日（平日）に開設。

（強化） 増加する相談件数に対応するため、新たに月1～2回市内公共施設で出張相談窓口を開設し、窓口を強化。平成２１年７月から平成２２年３月まで、相談員１人に委嘱。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      45               人時間／年 83                  

平成20年度の消費者行政予算 2,990            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,946          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,959            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3 013 千円 前年度差 23 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,013        千円 前年度差 23              千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 平成20年度に謝金を増額しているため、予定はなし。

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等主催の研修参加を支援する。

③就労環境の向上 ○ 機材・事務用機器、執務参考資料等を配備し、相談窓口を整備する。

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 市町村名 八幡市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262102 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 事務所・ロビー等の機能充実 494               493                   事務所の改修

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

46                 45                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修会負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

540 538

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 540             538                 合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 1階事務所・ロビーのレイアウトが悪く、相談窓口が手狭。

（強化） 市民が利用しやすい環境整備（レイアウトの変更）をし、相談室に空調がないので、新規に取り付ける。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター開催の研修会（1名）に参加し、見識を深める。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 13,490           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 538             千円

平成21年度の消費者行政予算 14,600           千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,062         千円 前年度差 572             千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催の研修会　年1回参加

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 京田辺市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262111 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 消費生活センターの新設（平成22年4月開設） 1,034            1,034                パーテーション、机、いす、パソコン、電話、パンフレットスタンド設置

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

130               45                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員月２回研修参加費、職員国民生活センター５日間参
加、PIO-NET研修

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員研修参加支援、職員の国セン・府センター研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活展舞台イベント開催、啓発物品購入、出前講座
用備品

1,073            1,073                
消費生活展舞台イベント出演者講師謝金(798千円）、くらしの
豆知識・啓発物品・啓発チラシ用紙購入、出前講座用備品

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,854            324                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

週１日拡充相談員謝礼　H21.７月以降分　３６回

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員謝金(週4日分）

4,091            2,476                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） 相談日は会議室を使用、専用相談スペースなし

（強化） 消費生活専用スペースの設置、設置に伴うパーテーション、テーブル、ロッカーの購入、相談業務用のパソコン、電話購入、消費者六法購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 京都府開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 京都府開催の研修には、相談員を月２回年２４回業務として参加できるよう旅費を支援、国民生活センター主催の講座１４日間参加（大
阪会場） ＰＩＯ ＮＥＴＯ研修参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化）
阪会場）、ＰＩＯ－ＮＥＴＯ研修参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活展トークライブ開催（ぱんちみつおによる漫談、ストリークによる漫才、月亭八方による漫談）、くらしの豆知識３００冊購入、啓
発物品（ボールペン）１００本購入、啓発物品（マスク）１０００部購入、ちらし２種類「迷惑勧誘をきれいに断る方法」「クーリングオフで契

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週３日の相談、２人が１人ずつ交代で対応、常時一人対応

（強化） 週４日の相談日に拡充、通常は２人が１人ずつ交代で対応であるが、悪質業者等へ２人が協議をしてのチーム対応、あんしんチームへ
の出席などの必要性があることから、月１回は２人体制とした。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      180             時間／年 324                

平成20年度の消費者行政予算 1,606            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,476          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,726            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2 250 千円 前年度差 644 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,250        千円 前年度差 644            千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 任意で出勤していた２人で打ち合わせする分の報酬を新たに予算に盛り込む。

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修や会議出席費用を予算に盛り込む。１回４，５００円で月２回×１２月

③就労環境の向上 ○ 会議室で行っていた相談窓口を専用の相談スペースを設ける。専用のパソコンを
設置し、インターネットの接続も可能にする。

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262129 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 40                 40                    
ホットライン接続準備（電話回線工事費、電話機購入費）、参考
資料購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

336               103                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

376 143

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 376             143                 -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし　（電話は、I P電話使用）

（強化） 全国共通の番号である消費者ホットラインを接続のため、アナログ回線の工事と専用電話の設置。執務用参考資料の購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が開催する研修に参加できるよう旅費を支援（2名、5回予定）　

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 453               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 143             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,322            千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2 179 千円 前年度差 1 726 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,179        千円 前年度差 1,726        千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 木津川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

262145 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

380               300                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

消費生活相談員謝礼（平成２１年７月～平成２２年２月分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員新規設置事業

380 300

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 380             300                 合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 職員対応（兼務）及び府センター、府山城広域振興局の紹介

（強化） 消費生活相談員設置事業（２名雇用週１回１人体制、平成２１年５月～平成２２年２月任用（基金対象：７月～２月分））



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      150             人時間／年 300                

平成20年度の消費者行政予算 326               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             千円

平成21年度の消費者行政予算 695               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 395 千円 前年度差 69 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 395           千円 前年度差 69              千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 相談員新規設置（平成２１年５月～平成２２年２月。２名雇用週１回１人体制）。平④その他 ○ 相談員新規設置（平成２１年５月 平成２２年２月。２名雇用週１回１人体制）。平
成22年3月からは相楽消費生活センターで消費生活相談を実施する予定。



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 京都府 市町村名 大山崎町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

263036 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

120 45                    

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

専門相談員謝礼：＠5,000円×9ヶ月＝45,000円（21年7月～22年３月）　

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談窓口開設回数を平成21年4月から月1回から2回に拡大。　

120 45

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 120             45                  -合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 専門相談員による消費生活相談日、毎月第２火曜日の1回実施。

（強化） 21年4月から専門相談員による消費生活相談日、新たに毎月第４火曜日も実施し、月２回に拡大。



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      18               人時間／年 45                  

平成20年度の消費者行政予算 132               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 45               千円

平成21年度の消費者行政予算 190               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 145             千円 前年度差 13               千円うち基 （交付 相当分）対象外経費 千円 前年度差 千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 伊根町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

264636 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の機能強化 30                 30                    書籍、資料等購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の普及啓発活動 150               150                   啓発ステッカー、パンフ等の作成･配布

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

180 180

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 180             180                 合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし。(相談員を設置しておらず、町担当者が兼務で相談窓口としての機能を果たしている為)

（強化） 消費生活に関する書籍、資料等を購入し、活用することで相談窓口機能の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 新たに消費者被害防止に係るステッカー、パンフ等を約1,200部作成、配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 85                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

平成21年度の消費者行政予算 299               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 119 千円 前年度差 34 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 119           千円 前年度差 34              千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 － 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 － 人

-      人

相談員数 －

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 －

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 － 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 －

人 平成21年度末予定 相談員数 －

②研修参加支援 －

③就労環境の向上 －

④その他④その他 －



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 与謝野町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

264652 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談窓口の拡充 13                 13                    書籍等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

22                 10                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 150               150                   相談者等への啓発物品作成、広報誌掲載費用

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

185 173

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 185             173                 合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 執務用書籍等を購入し、相談窓口の充実

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 府開催研修会への旅費支援（1名、1回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに悪質商法被害防止のための物品作成（マグネット2，000個）及び教育・啓発について広報誌1頁掲載（8,600部）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 49                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 173             千円

平成21年度の消費者行政予算 191               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18 千円 前年度差 -31 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 18             千円 前年度差 -31            千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 相楽郡広域事務組合 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

268496 平成 21 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）  相楽消費生活センターの設置 5,588            4,970                 改修工事設計委託料、工事請負費及び備品購入費ほか

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業  啓発リーフレット、チラシの作成、配布 325               325                    リーフレット（１万部）150千円、チラシ（３．５万部）175千円

⑫食品表示・安全機能強化事業

687               687                   

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

 消費生活相談員報酬、通勤手当及び社会保険料ほか

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業  消費生活相談員３人を雇用し、相談業務を実施

6,600 5,982

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 - 6,600           5,982              合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）  なし

（強化）  相楽消費生活センターの設置（改修工事設計委託料、工事請負費及び備品購入費ほか）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓 高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 　なし

（強化）  啓発リーフレット、チラシ（センター開設、消費者トラブル等）を作成、圏域住民を対象にリーフレット１万部、チラシ３．５万部配布

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 　なし

（強化）  消費生活相談員３人雇用（平成２２年３月１日採用）



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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      419             人時間／年 687                

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 6,600            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,982          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 618             千円 前年度差 618             千円



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 -      人

相談員総数 3      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

人 平成21年度末予定 相談員数 3      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他


