
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）

対象経費

平成 21

備品購入費

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

5,059事務用機器・放送設備等の充実

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

自治体コード 271004

5,059

都道府県名 大阪府 市町村名 大阪市

基金（交付金相当
分）対象経費

23,638

ポスター作成費、広告料、ビデオ作成費11,014

講師謝礼、会場使用料、ポスター作成費

-

旅費、参加費

1,740

234

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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）

⑭商品テスト強化事業

相談員に対し研修を実施。消費者向けの講座の開催。ポ
スターの掲示。

2,527

1,740

⑬消費者教育・啓発活性化事業 11,014

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-

専門的・高度な相談に応じられる体制を整える。

234研修への参加支援

市内ＪＲ駅等へのＰＲポスター掲示。消費生活に関するビ
デオの作成

弁護士等派遣経費

23,638

2,527

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談の実施 3,064 3,064 弁護士等派遣経費、ポスター・チラシ作成費

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

職員 参加

（既存）

事業名

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（ 存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
センターの相談用電話機のみヘッドセットが設置されている。ＩＣレコーダーは一部のみの接続。現在研修室には多人数を対象とした見学講座や体験
講座の実施効果を高めるための放送・映像設備がない。

（強化）

相談用電話周辺機器（市役所窓口・天王寺相談窓口用ヘッドセット、ＩＣレコーダー）の購入、条例に基づく各種基準調査・消費者から申出のあった苦
情の商品の状態記録用デジタルカメラの購入、研修室に放送設備を設置することによる消費者保護審議会や見学講座の充実、天王寺消費生活相談
窓口（狭隘）における相談者のプライバシー保護のためのパーテーション購入、「くらしのひろばエル」展示用掲示板の設置による来所者への速やか
な情報提供

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

職員のみの参加

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発用パンフレット・ポスターの作成、出前講座・見学講座の実施

市内のＪＲ全駅（44駅）・阪急梅田・南海難波にポスターを掲出（１週間程度×１回）。中高生向けの消費生活に関するビデオの作成（15分程度×2話）

相談員も一緒に参加することで、相談員の各種分野の知識の向上を図り、相談受付技能レベルの向上が得られる。（国・関係機関の研
修4回各1名、府内センター連絡会議2回各１名、近畿ブロックセンター連絡会議1回1名、相談員協会研修会16回各1名）

（強化）

（既存）

弁護士の派遣を受け、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。

同種の事業は全くない

（既存）

（既存）

（強化）

相談員に対し、食品表示・安全分野に特化した研修（３回）を行い、同分野の相談に関する対応力を強化する。また、消費者向けに同分野に関する講
座を開催（３回）し、同分野に関する基本的なことがらを学んでもらう。食に関するポスターを作成する。（B2版2,000枚、A3版13,000枚）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

（既存）

なし

⑫食品表示・安全機能強化事業
（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（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）



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）

人

大阪府多重債務者対策協議会

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化） 多重債務相談の実施（昼間：１回７日間×２回、夜間１回５日間×２回）

人日

実施形態 研修参加・受入要望

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

法人募集型

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

62,981

追加的総費用

419,470 千円前年度差

千円

443,108

23,638

千円

千円

356,489

千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

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

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-



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

国・関係機関開催の研修参加のための旅費・参加費を支援

具体的内容

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上

処遇改善の取組

○ 相談電話用機器の充実、ヘッドセット購入による相談業務の効率化

②研修参加支援 ○

平成20年度末

平成20年度末

平成20年度末 相談員総数

平成20年度末うち常勤職員の相談員

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末予定

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

人

0

16

0

16

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数

人

人

人

0

16

0

16



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

事業経費

271403自治体コード

対象経費

年度

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）
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

都道府県名 大阪府 市町村名 堺市

１　相談員執務用資料購入
・消費生活相談に必要な図書を購入する。
・不良品相談の際、商品の不具合を記録する必要がある
ため、記録用デジタルカメラ機材を購入し、相談執務の
能力アップをはかる。
２　相談員の安全対策
･消費者と事業者の間に入って、電話で事業者と交渉す
る時、その交渉記録を保全するための電話録音設備を設
置する

1,274            

基金（交付金相当
分）対象経費

1,274                

21

執務参考資料購入、機材・事務用機器の設置

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

置する。
・相談用の電話機不足を解消するため、電話機を３台増
設する。
・相談ブース内の危険を事務室に伝える警報機を設置す
る。
３　計量行政備品購入
・計量器の定期検査に用いる分銅の調整用備品（質量比
較器 電子天秤）を購入する

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

146
相談員研修参加
相談員の専門的研修の参加機会の増を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

旅費、研修費146



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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
⑯一元化相談窓口緊急整備事業

中高生への消費者教育及び一般向け啓発事業
①中高生向けの教材、図書を購入し、教育現場で活用する。
②高齢者の被害防止のため、小冊子（見守りガイドブック）を作成し、
啓発に活用する。
③市民向け啓発ビデオを購入し、市の施設、区役所で配架閲覧す
る。
④配布用啓発物（啓発グッズ）を購入し、イベント時に配布して消費
被害の未然防止をはかる。
⑤啓発パネルを作成してパネル展を開催し、広く一般向けに啓発す
る。
⑥啓発冊子を作成し全戸配布する。
⑦条例制定記念講演会（基調講演、部会（7区））の開催。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

教材購入費（①）
広報資料購入費（②、③、④）
広報コンテンツ作成（⑤、⑥）
講師謝金、講師旅費、会場借料（⑦）
①中学・高校向け教材図書　1,978冊
②高齢者向け小冊子　5,000冊
③市民向け啓発ビデオ　32本
④イベント配布用啓発グッズ　14,000個
⑤展示パネル　10枚
⑥広報折込み全戸配布用啓発冊子　385,000世帯
⑦記念講演会（基調講演1回、地域別講演会4回実施）

19,792

合計 - -21,212           21,212              

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

19,792

⑭商品テスト強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存） 相談員用電話は現在６台

（強化）

・相談員の相談スキル向上のため、消費生活関連図書を購入する。
・不良品や欠陥商品の相談の際、現物をデジタルカメラで記録し、不具合状態のデータの保全を行い、事業者交渉に活用する。また、
検査機関に相談する場合にデータの送信が可能となるため、状況の説明がしやすく、相談業務能力が向上する。
・事業者との電話対応で交渉やあっせんを行う時に問題が生じるケースが増えており、交渉記録を保全することで、円滑な相談執務を
行う。
・最大出勤人数８名の相談員のうち電話機のない相談員が２名いること、および相談ブースに電話機がないため、３台を拡充して相談業
務を円滑にする。
・来所相談の際に相談員が危険を感じる場合があるため、事務室に通報する防犯ベルを設置する。
・計量法に基づく定期検査業務に用いる分銅の調整用備品を設置し、調整にかかる期間を大幅に短縮する。

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

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）

国民生活センター研修（2泊3日）に年間3名参加している。
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

同研修（2泊3日）を21年度１～3月時、相談員2名の研修参加の増を行う。

（既存） 過去に同種の事業は全く実施していない。

⑭商品テスト強化事業

（既存）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

（強化）
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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

・若年層に対する消費者教育、特に市内の中学・高校に消費者問題に関する教材を配布し、家庭科の授業において活用する。
・高齢者の消費者被害を未然に防止するための小冊子を作成し、民生委員、福祉委員会等に配布し、高齢者の見守りの強化を図る。
・市民向け啓発ビデオを来庁者の多い市の施設、区役所で閲覧する機会を設ける。
・不特定多数の参加が見込まれるイベント時に、長期間使用可能な啓発グッズを配布し、消費者問題の意識向上をはかる。
・最新の情報を盛り込んだ展示パネルを作成し、「消費者展」等で有効に活用する。
・市民自らが消費者被害に対応できるように、被害対策の手引きなどを記載した啓発冊子を作成し、広報に折り込んで全戸配布する。
・12月議会に上程予定である消費生活条例の制定を記念した講演会を開催し、市民への周知を図る。

（既存）
（強化）

（強化）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（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）

自治体参加型

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）
（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

人日

実施形態

人

人

（既存）

（強化）

（強化）

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

人日

人時間／年

追加的総費用

年間実地研修受入総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

79,471         

相談員数

平成21年度末予定10    

人

人

人 平成21年度末予定

人

人

相談員数

相談員数

相談員数人

10    

前年度差 -626           

千円

千円

平成21年度末予定

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

平成20年度末

平成20年度末 相談員数

相談員数うち常勤職員の相談員 平成20年度末

相談員総数

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

人

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

80,097           

100,683         千円

21,212         

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

○

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

③就労環境の向上

②研修参加支援

④その他

国民生活センター研修（2泊3日）を21年度１～3月時に2名参加



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）

272027

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者相談窓口の広報、周知の強化のための消費者センターニュー
スの作成費等

年度

事業経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費者相談窓口の機能強化のための事務機器等の購入 359

消費者相談窓口の広報、周知の強化のための消費者センター
ニュースの全戸配布

都道府県名 大阪府 市町村名 岸和田市

事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
1,7221,722

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

平成 21

パソコン、プリンターおよび周辺機器の購入費

基金（交付金相当
分）対象経費

359

自治体コード

対象経費

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

高齢者の消費者被害防止のための研修会の開催。研修会等で
使用する備品の購入。

2,629            

200 旅費、研修費、教材費

⑥消費 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）

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）
相談員のレベルアップのため、国民生活センター(神奈川
県）等での研修参加支援（３名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

348

200

講師謝礼、会場費等。プロジェクター、ＤＶＤレコーダー

2,629                

348

合計 , ,



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

消費者被害防止のため、消費者センター発行の広報誌「くらしめーる」を年４回各１２０００部印刷し、町会を通じて回覧および市内各所に掲出

（強化） 消費者相談窓口の一層の広報と周知を図り、被害防止の啓発のため、消費者センターニュースを作成、市内全戸配布

（既存）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

近隣府県での開催される宿泊を伴わない研修や講座にのみ参加

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（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）

パソコンは既存2台あるが、ＤＶＤが再生できず、また容量不足で相談業務の使用に十分でない状態のため機能強化が必要である。20年度から相談
員が1名増員しているが、パソコンは未整備。

（強化） 消費者相談窓口の機能強化のため、事務機器（3人の相談員にパソコン3台、プリンター１台および周辺機器）の購入

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 近隣府県での研修等に加え、国民生活センター(神奈川県）等で開催される３日間の研修に全相談員３名が年１回ずつ参加できるよう、旅費、研修費、教材費を支援

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

平成20年度は消費者啓発事業として市民消費生活講座等を5回開催、相談員を派遣しての出前講座を4回開催

（強化） 高齢者の消費者被害防止のため、市内の民生委員や町会、老人会を対象とした研修会の開催。研修会等で使用するプロジェクター１台、ＤＶＤレコーダー1台の購入。

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

（強化）

（既存）
⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

年間研修総日数

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

人時間／年

千円

21,059           

2,629          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千

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

平成　20年度の消費者行政予算

平成　21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

年間実地研修受入総日数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

-                  

17,430           

千円

千円

前年度差

人日

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円 1,000          千円18,430         前年度差



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

人人 3相談員総数平成20年度末

うち委託先職員等の相談員 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

3

人

平成21年度末予定

平成20年度末

平成20年度末

3

人

人

平成20年度末

相談員総数

うち一般職（正規職員）の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

処遇改善の取組

①報酬の向上

○ 国民生活センターで開催される研修に各人１回参加するための旅費、研修費、教材費を支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

平成 21

修繕料(PC研修室)、器具購入費(イベントホール・PC研修室多
目的化対応。可動机・椅子設置。食品研修室機器の安全対応

対象経費

年度27045自治体コード

3,900                

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 大阪府 市町村名 豊中市

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費

消費者啓発施設（イベントホール、PC研修室等）の改装
等による機能向上

3,900            

事業の概要

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

124                   

7,084                

若年層向け出前講座及び消費者啓発資料の全戸配布

124               

委託料（啓発資料原稿作成・配布）、印刷製本費（啓発資料）、
謝礼金（講師）

2,960            2,960                

費用弁償、負担金国民生活センター等の研修への参加支援

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

100               

7,084            

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

100                   

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

消費生活相談窓口高度化研修の実施⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

謝礼金



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

今回、国セン（相談員2人分）及び府への研修参加旅費を増額し、機会を増やしてレベルアップに資するものである。

（強化）

（既存） 現行消費者啓発施設(イベントホール、PC研修室、食品研修室)において啓発事業を行っているが、利用形態が固定化され多目的利用
しづらいものとなっており、市民との協働により取り組む多様な事業を制約している。施設は全て消費生活課所管施設です(なお、当課

（強化） 消費者啓発施設（イベントホール、ＰＣ研修室、食品研修室）の改装等により施設を多目的利用・バリアフリー対応化（部屋内。固定机を
移動式とし、高重量な椅子を軽量化し高齢者・障がい者グループでも移動可とする。食品研修室の加熱・調理機器を最新安全装置付

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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

（既存）

（強化）

（強化）
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）

事業名

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

国民生活センター(相談員１人、職員１人)及び大阪府への研修参加旅費を支援している。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化） 相談員の高度処理能力アップのために各分野の専門家による研修会を実施。２回予定。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

国 増 増

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

顧問弁護士制度により、相談員が弁護士に法的判断の難しい相談事例の助言を受けて高度化相談対応している。

（強化）

これまで地域を中心とする出前講座を実施してきたが、これに加えて平成21年度から中学生向出前教室を開始。
過去に希望市民用啓発資料を作成していたが、平成20年度以降作成なし。平成20－21年度、訪販お断りシ－ル作成。

（強化） 消費者の自立支援のための消費者教育強化事業として、小学校、高校、大学を対象に若年層向け出前講座を加え、既存出前講座を
拡充実施（講師用謝礼金、10回程度予定）する。

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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）

人

人日

人

年間研修総日数

実地研修受入人数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

法人募集型

自治体参加型

参加者数

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

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

人日

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数

千円

法人募集型

-                  

66,751           

7,084          

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

追加的総費用

57,474           千円

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算

平成21年度の消費者行政予算

千円

59,667         前年度差千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,193          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

具体的内容

②研修参加支援

④その他

活性化事業の消費生活相談員スキルアップ研修の参加支援をし、能力開発を図る

平成20 年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

③就労環境の向上

○

相談員総数

相談員数

平成21 年度末予定

7      

平成20 年度末

うち常勤職員の相談員

7      

-      

平成20 年度末

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置 平成21 年度末予定

相談員数

平成21 年度末予定

平成21 年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

7      相談員総数

-      -      

人

人

人

人

7      

平成20年度末

相談員数 -      

人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

相談者用椅子、パンフレットスタンド

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） 相談者の利便性 98                 98                    

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）

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 272043 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 池田市

合計 1,601            1,300                

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用パソコン、プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤ等

⑭商品テスト強化事業

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 742               612                   

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

弁護士相談

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 弁護士との相談業務委託 450               450                   

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（４名） 311               140                   旅費

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 府主催 研修会参加支援 国民生活セ タ 主催 研修会参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談時間　10時から１６時　消費生活センターの前に置くパンフレットスタンドなし。来所者が多い場合に待つ為の椅子なし。

（強化） 相談時間の延長　9時30分から16時。駅前に消費生活センターが移転したことにより、来所による相談が増加した為、待ち時間がなくス
ムーズに相談できるよう相談時間を延長。また相談者が重なっても相談をうけることができるように体制を整える。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者啓発のための出前講座は市民に広くＰＲしているが、小・中・高校の要請が少ない。

（強化） 小・中・高校に出向いての出前講座や老人会・ＰＴＡ等を対象とした出前講座の充実をはかる。パソコンや啓発用ＤＶＤなどを利用して
分かりやすく、またロールプレイングによる楽しい啓発講座を行う。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士と業務委託契約を締結し、相談員に対し法律相談を行う。平日の9時30分から17時までの間、相談員が電話で法律に関する相
談を行う。電話相談が適さない場合は面談による相談。

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） 府主催の研修会参加支援、国民生活センター主催の研修会参加支援

（強化） 府主催の研修会等の参加の回数を1名あたり月2回から3回に増やし、（財）日本消費者協会主催の研修会（国立オリンピック記念青少
年総合センターに相談員2名を1回）への参加支援

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 1,300          千円

平成21年度の消費者行政予算 13,132           千円

平成20年度の消費者行政予算 11,581           千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 251             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,832         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

④その他

②研修参加支援 ○ 府・（財）日本消費者協会主催の研修会参加のための旅費を支給

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成　 年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成　 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 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費生活相談室の改修、事務用機器の設置

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） 消費生活相談コーナーの機能強化 1,930 1,930

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）

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 272060 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 泉大津市

合計 - 2,093            2,093                -

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝礼、テキスト代

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 地域消費者リーダー養成講座 100 100

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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） 消費生活相談員の府外での研修への参加支援 63 63 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） これまでに同種の事業は実施していない。

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） これまでに同種の事業は実施していない。

（強化） 暗くて狭隘な相談室を明るくて余裕のある相談室にし、相談者が気持ちよく相談出来るように改修する。必要な事務用備品を設置
する。ローカウンター１、カタログスタンド１、整理ケース２、書庫２、テーブル２、イス５、コードレス電話１、電話台１

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） これまでに同種の事業は実施していない。

（強化） 地域消費者リーダー養成講座（５０名程度）を３回開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） これまでに同種の事業は実施していない。

（強化） 国民生活センター開催の研修（３日間）に相談員１名を参加できるよう旅費を支援

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 2,093          千円

平成21年度の消費者行政予算 4,708            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,597            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 18               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,615          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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター開催の研修（３日間）に相談員１名を参加できるよう旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 暗くて狭隘な相談室を明るくて余裕のある相談室に改修

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額報酬を２．５％程度向上

人 平成21年度末予定 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 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

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）

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 27051 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 高槻市

合計 2,092            2,000                

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用パンフレット作成及び講座・講演会用機器の購入

⑭商品テスト強化事業

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 1,750 1,731

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター及び府開催の研修会に参加 342 269 研修参加に伴う旅費・研修会負担金

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センター開催研修会に１名参加

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）

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）

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）

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）

⑰ 費者 ジ 事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 国民生活センター作成等のパンフレットを購入及び講座、講演会用機器なし

（強化） 啓発用パンフレット等の独自作成（1万枚作成予定）及び講演会用機器（ビデオプロジェクター・ＰＣ・ＤＶＤレコーダー・ハイビジョンテレビ等）の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化） 国民生活センター開催研修会に３名増、計４名の参加及び府開催の研修会に参加

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 2,000          千円

平成　 年度の消費者行政予算 21,899 千円

平成　 年度の消費者行政予算 17,355 千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 2,544          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,899         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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター及び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

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 -      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 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 -      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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



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 大阪府 市町村名 貝塚市 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 272086 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）

事務用機器及び備品購入費

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） 消費生活センター機能強化 594               594                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国民生活センターへの研修参加支援(3名) 188               188                   旅費・研修参加費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

小学校ＰＴＡ・中学生向け啓発資料購入費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の啓発 286               168                   

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 1,068            950                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談員が使用出来る、インターネットに接続可能なパソコンなし。相談業務用資料整理の為の備品が不充分なため、書類の整理、設置ができていない。

（強化） パソコン・プリンタ・机等を配備（工事含む）。また資料整理のため、書庫内に整理ラック、相談コーナー内にロッカー、パンフレットスタンド等の購入を予定。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

（既存） 年に１名の相談員の国民生活センターへの研修参加を支援
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 年に１名の相談員の国民生活センタ の研修参加を支援

（強化） 2名の相談員、1名の担当職員の国民生活センターへの研修参加を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費啓発の全戸回覧資料は国民生活センターより購入、全戸配布資料は消費者相談コーナーで作成し、それぞれ年に1回実施している。

（強化） さらに、新規事業として、小学校のPTA、中学生向けに若者のための消費者トラブル回避マニュアルを購入し消費生活講座又は授業等で啓発。(一部削除)

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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21年度の消費者行政予算 6,491            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             千円

平成21年度の消費者行政予算 14,868           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 13,918         千円 前年度差 7,427          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 3      人

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 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 平成21年度末予定 相談員数 -      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 3      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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修参加の為の旅費を支援

③就労環境の向上



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）

27210

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業経費

平成 21

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

情報収集・発信のための事務用機器を事務所内に設置、
相談室での非常時等の対応のための呼出しチャイムの設

都道府県名 大阪府 市町村名 枚方市

事業の概要

2,220

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）

2,220

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
備品購入費（印刷機、パソコン6台、緊急・非常時呼出しチャイ
ム装置）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

合計

⑫食品表示・安全機能強化事業

啓発冊子を作成し、全戸配布する（20万部印刷、うち17．
5万部全戸配布、残は転入者等に窓口配布）

500

6,220            

食品表示等に関する有知識者による講演会開催

相談員の国民生活センター主催研修などへの参加支援
（５名増員）

弁護士、金融専門等の有知識者による相談員の研修会
開催（５回）

3,000

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

6,220                

150

350 研修参加支援（旅費、参加負担金）350

講師謝金

500

150

講師謝金、チラシ作成費、添加物実験の教材費等

啓発冊子作成費、広報紙への挟み込み配布委託料3,000

合計 , ,



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化） 弁護士、金融専門等の有知識者を講師を招いた研修を５回程度開催し相談員の力量を強化するとともに、情報の共有化を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（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） 共用印刷機による啓発紙印刷、市民閲覧用パソコン使用によるホームページからの情報収集、呼出しベル等の設置なし

（強化） センター内での啓発紙印刷や６台増設する相談員用パソコンを活用した講座での情報発信強化及びホームページからの情報収集強
化を図る。チャイム設置による相談業務での安全性、効率性の強化を図る。

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

相談員を対象とした研修開催の実績なし

（強化）

（強化）

（強化） 国民生活センター等主催の研修への参加支援を5名分増加し、全ての相談員が年度内に参加できるようすることで、相談員の力量強化
を図る

（強化）

（既存）

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

国民生活センター主催の研修への参加支援（1名分の旅費等を支援）
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

食品表示・安全分野に特化した大規模講演会等の開催実績なし（小規模講座のみ）

（強化）

（強化）

（既存）

市の広報誌、センター発行の月刊紙、季刊紙、及びホームページへの記事の掲載に加え、消費者行政についての啓発冊子（Ａ４版、８
ページのリーフレット）作成と全戸配布による広報・周知の強化を図る。また転入者への広報・周知の強化も図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

市の広報誌、センター発行の月刊紙、季刊紙、及びホームページへの記事の掲載

食品表示・安全分野に係る有知識者による講演会開催で、消費者への啓発強化を図る。

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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）

実施形態

-      

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人

人

研修参加・受入要望

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）

法人募集型

実地研修受入人数 -      

-      人日

（強化）

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

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

人時間／年

37,741           

6,220          千円

33,264           

-                  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

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

-      

-      

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

法人募集型

年間実地研修受入総日数

-                

千円

-                    

平成20年度の消費者行政予算

31,521         前年度差千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円-1,743         



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度末

-      

人

うち常勤職員の相談員

5      相談員総数平成21年度末予定

人

うち委託先職員等の相談員

うち非常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

5      

-      

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

平成21年度末予定

-      

人

6      

平成20年度末 人

人

平成21年度末予定

6      

平成20年度末

相談員総数

平成20年度末

○

処遇改善の取組

①報酬の向上

国民生活センター主催等の研修への参加支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

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） 消費生活センターの相談窓口の改修及びセンター周知並びに相談員の相談情報収集 2,094            2,094                
仕切板付カウンター等(561,120*1)、電話録音装置(18,795*4)、センター周知用鉛筆(50*5000)、
クリヤーホルダー(32*5000)、ノートパソコン(164,640*5)、カラープリンター(223,650*1)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272116 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 茨木市 自治体コード

-合計 - 3,126            3,126                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座等に活用 890               890                   出前講座用ノートパソコン(239,400*1)、くらしの豆知識(260*2500)の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費（142,000)

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） 相談員の国セン等への研修参加支援（５名） 142               142                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） これまでは、国民生活センター開催の研修には参加していなかった。府内研修等については、参加機会が少なかった。

（強化） 国民生活センター開催の研修に参加できるよう旅費を支援、府主催等の自主研修参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） これまでは、相談コーナーは遮蔽性が無くプライバシーの保護がなかった。電話録音装置・相談員専用のパソコン・センター周知の鉛筆等は購入していなかった。

（強化） 相談コーナーのプライバシー保護のための仕切板設置（カウンター、椅子、ワゴン）、電話録音装置、センター周知のための名入り鉛筆・クリヤーホルダーの購入、相談員の情報収集・データ作成のためのノートパソコン・カラープ

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） これまでは、講座啓発用パソコンは購入していなかった。くらしの豆知識は既存で毎年2,000冊購入

（強化） 出前講座などの啓発用ノートパソコンの購入・消費者教育・啓発用のくらしの豆知識の追加購入（2,500冊）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

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

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）

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

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）対象経費 3,126          千円

平成21年度の消費者行政予算 29,638           千円

平成20年度の消費者行政予算 23,883           千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 2,629          千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 26,512         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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、府主催等の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

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 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

情報機器・事務用機器の設置

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） 多重債務相談窓口の開設（平成21年4月開設） 727 727

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）

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 27212 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 八尾市

合計 - 2,684 2,684 -

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

訪問販売による悪質商法被害を防止するためのステッカー作成・配布

⑭商品テスト強化事業

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 1,595 1,595

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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（国セン）への参加、自主研修参加支援 362 362 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 国民生活センターの研修に、行政職員または相談員が1回参加。自主参加研修（自己啓発）に相談員の自費により参加。

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） なし。消費生活相談の中で対応。

（強化） 新たに多重債務相談窓口を開設し、関係団体（大阪弁護士会等）と連携を図り、センターの面接室増設(パーテーション)や個人情報保
護機能（シュレッダー）を強化。その他事務用機器（パンフレットスタンド、パソコン、事務用消耗品）を整備する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 年3回の消費者教育講座、消費生活展、消費者大会及び年数回の出張講座など

（強化） 新たに訪問販売による悪質商法被害を防止するためのステッカー等作成（120,000枚）・配付及び出張講座のための備品（プロジェク
ター、スクリーン、マイクアンプ）購入。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センタ の研修に、行政職員または相談員が1回参加。自主参加研修（自己啓発）に相談員の自費により参加。

（強化） 国民生活センターの研修に、行政職員及び相談員が各2回参加。自主参加研修（自己啓発）に相談員を年12回参加できるよう旅費を支援する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 2,684          千円

平成２１年度の消費者行政予算 18,756           千円

平成２０年度の消費者行政予算 15,350           千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 722             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,072         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

④その他

②研修参加支援 ○ 自主参加研修（自己啓発）の旅費を支援

③就労環境の向上

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 -      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 3      人 平成２１年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数 -      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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

センター改修費用。センター機能強化機材購入。

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） 消費生活センターの改修。センター周知活動、機能強化。 15,059           15,059              

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）

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 27213 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 泉佐野市

合計 - 16,968           16,968              -

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発パンフレットスタンド、啓発・講座資料、用紙の購入。（用紙
とは独自作成のパンフ。プリンタ・輪転機等を使用し印刷も自前

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害防止のための消費者情報の発信・啓発、講座開催。 1,895            1,895                

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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 14                 14                    研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 弁護士との事例研究など特定の研修にのみ旅費を支援。その他の研修等は相談員の自費により参加。

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 泉佐野センタービル内に設置。周辺店舗閉鎖等により通過人口減少。

（強化）
南海泉佐野駅北共同利用施設に移転。利便性向上と通過人口増加による啓発効果の拡充。それらに伴うセンター周知啓発物、機材購入。
改修費用：建築関係工事6,220、設備関係工事6,210、設計費600、事務費652、消費税684　計14,366

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 啓発講座（消費者月間、くらしアップ、家計簿学習会）を開催。

（強化） 新たに消費者啓発広報を強化するため、パンフレットスタンドを市内各所に設置し定期的な情報発信を行う。
事業内容：（啓発強化として市内商業施設、公共施設に消費生活啓発用パンフレットスタンド設置。情報発信場所の増。パンフスタンド

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 弁護士との事例研究など特定の研修にのみ旅費を支援。その他の研修等は相談員の自費により参加。

（強化） 府及び近隣府県で開催される相談員のレベルアップ研修に参加できるよう旅費を支援。（参加予定9回、参加人数のべ9名）



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）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

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

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）

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

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）対象経費 16,968         千円

平成21年度の消費者行政予算 24,620           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,727            千円

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 -                    

法人募集型

年間実地研修受入総日数 -      人日

前年度差 925             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,652          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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援する。

③就労環境の向上 ○ 事務補助員の勤務日数を増やし（週3日→週4日）相談員の負担を軽減する。

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 5      人 平成21年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 5      人 平成21年度末予定 相談員総数



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）

21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 富田林市 自治体コード

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）

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）

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）

対象経費事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272141 平成

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 1,494            1,494                

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

訪問販売お断りシールの製作、出前講座の備品購入費等。

⑭商品テスト強化事業

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 1,480            1,480                

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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参加支援 14                 14                    旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（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

（既存） 府開催の研修には、相談員の自費により参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化） 府開催の研修に相談員２名を年５回ずつ参加できるよう旅費を支援。

（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）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存） なし。

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化） 出前講座の実施に伴う備品等の購入及び講師謝礼、訪問販売お断りシール製作、くらしのナビゲーター報償金等。

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（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）

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

研修参加・受入要望実施形態

（既存）
⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化）

法人募集型

実地研修受入人数 人

（強化）

（既存）

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

人時間／年

1,494          千円

-                  千円

千円平成21年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 1,775            千円

3,253            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,759          千円 前年度差 -16             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

④その他

消費生活相談員の配置

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

平成20年度末 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就労環境の向上

①報酬の向上

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      人

具体的内容

人

3      

人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

処遇改善の取組

人 平成21年度末予定 相談員数うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

3      人 平成21年度末予定

人 平成21年度末予定

3      人相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 施設機能の充実と相談窓口の周知 2,846            2,846                ビジネスフォン・ヘッドセット、カウンター、パーテーション等購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272159 平成 年度都道府県名 大阪府 市町村名 寝屋川市 自治体コード 21

-合計 - 3,120            3,120                

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の充実 200               200                   出前講座用パソコン、プロジェクター購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

国民生活センター相談員研修等に参加

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） 相談員の研修参加費用 74                 74                    

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 国民生活センター相談員研修参加（1人）

（強化） 国民生活センター相談員研修参加（２人）

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） ｵｰﾌﾟﾝスペースに受付ｶｳﾝﾀｰ、相談ｺｰﾅｰを設置している為、相談者のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護への配慮が不足していた。

（強化） 相談業務の効率化（ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ、ﾜｰｸﾃﾞｽｸ）、相談ｽﾍﾟｰｽの確保(ﾊﾟｰﾃｰｼｮ）と個人情報保護【ｶｳﾝﾀｰ(ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護ﾊﾟﾈﾙ付）】を図

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） ﾚｼﾞｭﾒ、ﾁﾗｼ、参考資料等で出前講座を実施

（強化） 出前講座用ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター相談員研修参加（２人）



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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 3,120          千円

平成21年度の消費者行政予算 20,745           千円

平成20年度の消費者行政予算 19,327           千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -1,702         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,625         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

④その他 ○ 出前講座(休日･夜間等）等の時間外勤務手当支給

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
1)相談ブースの改善　2)啓発・情報提供用の書籍・パンフ
レット配置用マガジンラック設置（購入）  3)相談員専用HP

2,319            2,319                事務所の改修、機材・事務用機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272167 平成 年度都道府県名 大阪府 市町村名 河内長野市 自治体コード 21

-合計 - 3,332            3,332                

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業
1)消費者被害未然防止事業（注意喚起・啓発）
 ・未然防止のための啓発促進物品の購入・配布（啓発標

732               732                   消費者教育・啓発に必要な機材・事務用機器

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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）

自治体参加型　非常勤職員の報酬（賃金）、費用弁償（旅費）

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(自治体参加型)
本市の消費生活相談窓口で相談等に従事する者の養成

281               281                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存） 大阪府による新規事業であり、過去実施なし。

（強化） 本市の消費生活相談窓口で相談等に従事する者の養成と事務能力向上を図るため、臨時的任用職員を府の実施する相談員養成事
業（研修）に1名を参加させる。

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
消費生活センターは従前から設置しているが、相談ブースに十分な間仕切りがなく、啓発用パンフレット等を配置するラックも不十分で一部積み上げ
せざるを得ない状況。また、相談員用パソコンはPIONET接続機のみで、大阪府相談員専用HPやインターネットによる必要情報が取得できない状況。

（強化）
1)相談ブースの改善（プライバシー保護等に配慮した、仕切りの設置等窓口機能の強化）、　2)啓発・情報提供用の書籍・パンフレット配置用マガジン
ラック設置（購入：4台）、3)相談員専用HP用パソコンの設置（購入：1台）、　4)録音装置等の設置（相談内容記録の正確性・迅速性UPのための録音装

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） ・消費者被害未然防止としては、これまで市広報紙やHPでの啓発、支援者（ケアマネジャー、ヘルパー、民生委員など）向け講座の実

施などを行ってきた。悪質訪問販売お断りｼｰﾙは過去、紙による手作りを行ったことはあるが、広く市民向けにｼｰﾙを作成できていない

（強化） 1)消費者被害未然防止事業（注意喚起・啓発）
・未然防止のための啓発促進物品の購入・配布（啓発標語入り花の種：2,000袋）、・悪質訪問販売お断りシールの作成・配布（玄関等貼

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）

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

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）対象経費 3,332          千円

平成21年度の消費者行政予算 11,203           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,764            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 106             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,870          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

④その他

②研修参加支援 ○ 本市の消費生活相談窓口で相談等に従事する者の養成と事務能力向上を図るた
め、臨時的任用職員を府の実施する相談員養成事業（研修）に1名を参加させる。

③就労環境の向上

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 5      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 6      

人

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

5      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数



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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談電話にヘッドセット取付　情報収集提供用ＰＣ設置 349               349                   ヘッドセット１台取付費用　ノートＰＣ１台設置費用

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272175 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 松原市 自治体コード

-合計 - 3,839            3,839                

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座　「くらしの豆知識」希望世帯配布 2,619            2,619                天然ガス車　啓発シール　「くらしの豆知識」

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費　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） 相談員の国民生活センター・国民生活センターブロック内・府内での研修への参加支援 142               142                   

報酬　旅費

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） 平成２１年度大阪府消費生活相談員養成事業実務的研修参加 729               729                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 平成２０年度　国民生活センター（大阪）基礎２日コース研修（１回×１人）経済産業省研修（１回×１人）（１回×３人）大阪府研修（２回×１人）近弁連研修（1回×２人）　

（強化） 国民生活センター研修(1回×2人）国民生活センターブロック研修（2回×2人）消費者庁・大阪府等開催の法改正等府内研修（2回×3人）参加支援拡大強化

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） これまでに同種の事業は実施していない.

（強化） 平成２１年度大阪府消費生活相談員養成事業実務的研修参加１名

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談専用内線電話機１台を設置し受話器（ハンドセット）にて対応　情報システム担当課の貸与ＰＣにて情報収集提供

（強化） 相談電話用ヘッドセッ１台取付　情報収集提供用ＰＣ設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市公用車を借上げ市内９ヶ所ある老人センターで消費者啓発講演会開催　「くらしの豆知識」希望世帯配布　成人式連携啓発　

（強化）
市政出前講座による消費生活講演会で市民の要望する時間・場所に即座に対応するため啓発用専用車両を使用　増加する独居老人が悪質な訪問
販売に巻き込まれないためのシール作成　「くらしの豆知識」希望世帯配布（配布場所増等による強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センタ 研修(1回×2人）国民生活センタ ブロック研修（2回×2人）消費者庁・大阪府等開催の法改正等府内研修（2回×3人）参加支援拡大強化



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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）

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

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）対象経費 3,839          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,371            千円

平成20年度の消費者行政予算 5,043            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -511           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,532          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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター・大阪府等開催の研修への旅費等支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 通勤費補助の改善（上限額の撤廃）

人 平成21年度末予定 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 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数 -      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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） センター改修事業、書籍の購入 1,419 1,419 事務用備品等の購入、パーテーション扉改修工事等、書籍の購

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27066 平成 年度都道府県名 大阪府 市町村名 大東市 自治体コード 21

合計 2,800           2,800              

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発活動・パンフレット作成・キャンペーン物品 733 733 講座開催及び講座開催にあたる機材の購入・啓発パンフレット・物品購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専属弁護士の委託契約 473 473 委託料

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） 国民生活センターへの研修参加支援 175 175

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）

合計 2,800           2,800              



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 研修参加支援はまったくしておらず、国センへの研修に参加したい場合は、相談員の自己負担で参加。

（強化） 相談員１人に対して、年１回国民生活センターでの研修に参加できるように旅費を支援。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）
相談者のプライバシーの確保が困難。帳票類の適正管理が不可。有効なパンフが展示できない。書籍は個人負担。書庫不足。ナンバーディスプレイ
対応電話でないため、相談者が電話番号を告げずに電話を切った場合に相談の継続が困難になってしまう。また、子機がついていないので、相談員

（強化） 現在の机は施錠ができず、帳票類の適正管理のため、机一式・書庫等の購入。パンフレットスタンド・書架・掲示板を購入。センターの
案内看板を設置。新聞架けの購入。パーテーション扉の改修工事。相談スペースと事務室との境界を明確にするために、ローカウン

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 従来は、講師代・会場借上げ料の予算がなかったので、地元自治会などから依頼を受けた場合に限り、出前講座を相談員が実施。出

前講座でパワーポイントを使用して講座をするが、その際にパワーポイントソフトが入ったノートパソコンがない。市報に相談事例を毎月

（強化） 講師を招いて広く啓発講座を行う。地元の出前講座や学校と連携して、消費者教育をより強化する。（プロジェクター・スクリーン・マイク
等購入）.

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士との委託契約は全くなし。

（強化） 消費者問題に精通した弁護士と年間を通して委託契約を行い、複雑化する相談内容に対して、迅速な対応を行う。

国



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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 2,800          千円

平成21年度の消費者行政予算 9,514 千円

平成20年度の消費者行政予算 6,489 千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 225             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,714          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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修、市内事例検討会参加のための旅費支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 時間外労働に対する報酬の増額

人 平成21年度末予定 相談員数 4      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 4      

人

うち非常勤職員の相談員 平成　 年度末 相談員数 人 平成　 年度末予定 相談員数 人

4      人

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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



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 大阪府 市町村名 箕面市 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 272205 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）

事務所の改修、機材・事務用品整備費

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） 相談窓口強化事業 4,359            4,359                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者が研修に参加するための支援を行う事業 127               127                   研修参加のための旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

広報資料作成費、消費者教育・啓発に必要な事務用機器購入費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発に必要な広報資料等の作成、出前講座の事務用機器を購入する事業 1,014            1,014                

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 5,500            5,500                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談受付コーナーや床がバリアフリー化していないため、車椅子が入れない。啓発資料コーナーが一部しかないために、発信できる数が限られる。

（強化）
センター内のバリアフリー化（床全面を絨毯→タイルへ。車椅子対応カウンターの設置）により、誰もが活用しやすいセンターにすると共に
啓発資料コーナーの拡充（チラシラックの増設１→８台。総額282,900円。さらに、コーナー自体も広げる）を図ることで、積極的な情報発信拠点とする。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 国民生活センターでしか開催していない研修に行ける回数が１回に限られているため、十分な知識や情報が習得できているとは言えない。

（強化）
より多くの消費者行政担当者が研修に参加することでより多くの知識を習得し、受講内容を共有することで相談窓口の強化に繋げる。
（【国民生活センター主催】消費生活相談員研修 専門・事例講座１名参加×２回）（【国民生活センタ 主催】消費生活相談員研修　専門 事例講座１名参加×２回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 出前講座の際、マイクを使用しないため大人数や高齢者に対して十分に啓発できない。また、啓発資料の種類が少ないため、定例化している。

（強化）
講座時、マイクやアンプを利用することで、大人数や高齢者に対応できるようにする。
また、時代や対象者にあった啓発資料（個人情報保護法について2,000部、啓発シール5,000部）を用意することで、消費者教育を強化する。
（その他事務用機器：資料作成用ラミネーター、市役所内啓発用パンフレットスタンド）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 11,463           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,500          千円

平成21年度の消費者行政予算 16,974           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 11,474         千円 前年度差 11               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 4      人 平成21年度末予定 相談員総数 4      人

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 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 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      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 -      

○ 消費生活センター改装による相談員の就労環境の向上を行う

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加によるスキルアップを図り、相談員の能力開発を行う

③就労環境の向上



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）

相談員謝礼（報酬）⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員の養成講座の参加支援 700               700                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 専用の相談室の確保 2,500            2,500                相談室の改修工事、備品・事務用機器の設置

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272221 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 羽曳野市 自治体コード

合計 3,401            3,401                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活講座（工場見学・啓発講義）開催　参加人数：一般市民40名行き先：明治乳業 130               130                   バス借上げ料、高速代、講師謝礼

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品作成 61                 61                    啓発物品購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費（交通費）

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・行政職員の研修参加支援 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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化） 府および国民生活センターが実施する研修（８回）に相談員（１名４回分）・行政職員（１名４回分）が参加できるよう旅費を支援し、能力開発に努める。

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） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化） 府開催の養成講座に相談員１名が参加できるよう旅費及び報酬を支援し、相談処理能力を高める。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化） 消費生活相談室設置工事（間仕切壁設置・電気設備・空調設備等）をし、相談業務に必要な備品（ｶｳﾝﾀｰ・事務机・椅子等）や相談員専用ﾊﾟｿｺﾝ１台を設置する。

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費啓発（近畿共同啓発）リーフレットを１，０００部作成し、市内施設等に配架。

（強化） 消費者被害防止のメッセージ入り啓発物品（ﾃｨｯｼｭ等２，０００個）を作成し、市内施設および庁内各課窓口にて市民への啓発を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化）
食と消費生活の関わりについて理解を広げるため、応募のあった一般市民40名を対象に近隣のﾖｰｸﾞﾙﾄ工場を見学する。くらしのﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰによる啓発
も併せて行い、見て聴いて心で感じてもらい、市民の意識を高めることにより安心安全な消費生活に結びつける。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

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）対象経費 3,401          千円

平成２１年度の消費者行政予算 5,217            千円

平成２０年度の消費者行政予算 1,833            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -17             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 1,816          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

④その他

②研修参加支援 ○ 府開催の研修等に相談員が参加できるよう、旅費の支援を図る。

③就労環境の向上 ○ PIO-NET配備や相談員専用パソコンの設置でアクセス情報機能の充実を図る。

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 平成２１年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員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

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

窓口プライバシー確保のつい立200,000円×2台＝400,000、パソコン4
台600,000円（ネットワーク接続指定仕様）窓口パンフ立て台25,000円

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） 消費相談ルームの窓口強化 1,025            1,025                

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）

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 27224 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 摂津市

合計 - 1,090            1,090                -

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）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

くらしのナビゲータの派遣による高齢者向啓発の実施（保険・交通費な
ど）及び説明会やキャンペーン用ののぼりなどの啓発用品や配布用
グ ズの購入

⑭商品テスト強化事業

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 46                 46                    

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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 19                 19                    旅費（費用弁償）1,020円×3回×6月＝18,360円

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 限られた予算内での費用弁償による交通費支給。

（強化） 府などの開催する研修に参加しスキルアップを図り多様化・複雑化する相談内容に対応していく。旅費（費用弁償）を増額し月3回の参

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談室を設置しているが、他の業務との共有スペースであるため、使用中は窓口カウンターで対応している。

（強化）
相談窓口の機能強化として、フライバシー確保のつい立や常設のパンフレット展示を行うためパンフレット立ての購入、
府消費者センターなどに常時リンクができるよう相談業務担当職員用にノートパソコンを設置し、個別相談内容のよりきめ細やかな情報提供に努める。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活相談員による出前講座及び年1回の街頭啓発を実施。街頭啓発については、駅構内でチラシを配布するにとどまっている。

（強化）
今年度から新たに高齢者向けの悪徳商法被害防止のための、くらしのナビゲータの派遣による高齢者向啓発を実施する（保険・交通費など）。また、
説明会やキャンペーン用のぼり・グッズの購入により、啓発内容の充実を図る。　(のぼり2色刷45センチ幅＠3150円×10本=31,500円  啓発グッズ＠95
円×100個＝9,500円）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化） 府などの開催する研修に参加し キルアップを図り多様化 複雑化する相談内容に対応していく。旅費（費用弁償）を増額し月3回の参
加が行えるよう支援する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

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

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）

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

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）対象経費 1,090          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,958            千円

平成20年度の消費者行政予算 7,805            千円

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 -                    

法人募集型

年間実地研修受入総日数 -      人日

前年度差 63               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,868          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

④その他 ○ 大阪府養成くらしのナビゲーターの活用による相談員の出前講座への負担の軽減

②研修参加支援 ○ 研修会の参加にかかる旅費の増額

③就労環境の向上 ○ 各相談員専用のPIO-NET端末に加え、ネット環境のあるノートパソコンを各相談
員に配置する。

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 定期昇給の実施

人 平成21年度末予定 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 3      人 平成21年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員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

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



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 大阪府 市町村名 高石市 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 27225 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）

機材・事務用機器の設置、消費者行政の広報･周知用グッズ作成・配布

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）
通話録音装置の設置、相談員専用HP用パソコン設置、消費者被害防止のための広
報･周知 3,450 3,450

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談員養成事業参加（５０日×１名） 750 750 旅費 研修費

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） 相談員養成事業参加（５０日×１名） 750 750 旅費、研修費

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） 相談員国民生活センター教育研修事業参加（３名） 150 150 旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

謝金、旅費

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 顧問弁護士契約を行う 800 800

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関する啓発のための講演会を実施 990 990 講師謝金、講師旅費、会場借料、啓発を強化する経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 6,140            6,140                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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） 通話録音装置の設置、相談員専用HPを受信するためのパソコンを設置、訪問販売お断りシール、センター案内リーフレット、センター案内マグネット作成し全戸に配布する

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化） 相談員養成事業に相談員１名を年５０回参加できるように旅費、研修費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター教育研修事業に相談員１名を年１回参加できるように旅費、研修費を支援

（強化） 国民生活センター教育研修事業（新規研修）に新たに相談員３名を年１回参加できるように旅費、研修費を支援国 育

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため顧問弁護士契約を行う

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に関する啓発のための講演会を実施する

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 1      人

年間研修総日数 50    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 9,569            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,140          千円

平成21年度の消費者行政予算 15,789           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 9,649          千円 前年度差 80               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 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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 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

②研修参加支援 ○ 相談員養成事業・国民生活センター教育研修参加のための旅費、研修費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 大阪府 市町村名 藤井寺市 自治体コード 272264 平成

対象経費

21 年度

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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） 相談室への事務用機器の設置及び窓口ＰＲ用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の作成 370               370                   ﾛｯｶｰ１台、保管庫１台、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ１台、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成1,000部等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止に向けたﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 229               229                   ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成1,000部

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

599               599                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談室に書庫がなく、資料全てを別室に保管している。また、これまで独自でﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を作成し、窓口のＰＲを行ったことがないなど。

（強化） 新たに相談室に書庫等を設置し、より迅速な対応を行っていく。また、窓口のＰＲ（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成1,000部）を行うことにより、市民にとって、より安全な消費生活となるよう努めていく。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 過去、消費者教育や啓発にかかる事業としての実績はなし。

（強化） 消費生活にかかる啓発用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（1,000部）を作成し、より一層の消費者被害の未然防止に努めていく。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 1,325            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 599             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,885            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 1,286          千円 前年度差 -39             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 3      人

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 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 平成21年度末予定 相談員数 -      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 3      

○ 相談室の環境整備（新たな事務用機器等の設置）による就労環境の向上

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）
相談ブースの設置
相談員専用パソコン等の導入

4,652            4,652                
相談ブース設置に伴う備品購入費（パーティション・机・椅子等）
相談員専用パソコン等の導入に伴う備品購入費等（パソコン５台・プリン
タ １台 ル タ 等）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27227 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 東大阪市 自治体コード

-合計 - 6,102            6,102                

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育・啓発用機材の導入
巡回講座の開催

1,053            1,053                
消費者教育・啓発用機材の導入に伴う備品購入費（テレビ・ＨＤＤレ
コーダー・プロジェクター・ワイヤレスアンプ等）
巡回講座の開催に伴う講師謝礼（５回）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加に伴う旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業
弁護士を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対
応力を強化

315               315                   弁護士への委託料

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） 相談員の国民生活センター主催研修等への参加支援 82                 82                    

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 未実施

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（２名分の旅費等を支援）

（強化） 国民生活センター主催の研修への参加支援を１名分増加、及び府主催研修等への参加支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談ブース及び相談員専用パソコン未設置。展示ホールで消費生活関連資料やパネルを展示。

（強化） 相談ブースの設置により、相談者のプライバシーの確保を図る。相談員専用パソコン（５台）等の導入により、大阪府相談員専用ホーム
ページの利用及び相談業務に関する情報の検索等を行う。暮らしの情報広場を設置し、消費者や消費者団体が自主的に消費者問題

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者教育・啓発用機材（テレビ・ＨＤＤレコーダー・プロジェクター等）未設置。出張講座開催（年６回）。

小・中学校への消費者教育教材未配布。

（強化） 消費者教育・啓発用機材を導入し、教育・啓発の充実・強化を図る。巡回講座（５回）を開催し、消費者被害の未然防止の強化を図る。
小・中学校に消費者教育教材（悪質商法対策ゲーム）を貸出し、学校において授業で活用してもらい消費者教育の強化を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化） 弁護士を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。活用については、相談員が相談案件を随時、電話・ファックス

等で弁護士に相談する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 6,102          千円

平成21年度の消費者行政予算 31,092           千円

平成20年度の消費者行政予算 25,792           千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -802           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 24,990         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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催研修等への参加支援

③就労環境の向上

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 6      人 平成21年度末予定 相談員数 6      人

6      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 6      人 平成21年度末予定 相談員総数



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）

21

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

年度都道府県名 大阪府 市町村名 泉南市 自治体コード 272281 平成

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活ｾﾝﾀｰの拡充 50 50 法令等の参考資料の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

517 517

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）

機会費用の保障として、相談員１名の旅費・報酬⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 大阪府主催の消費生活相談員養成事業への参加支援

120 105

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費・研修参加支援(府内、国セン）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士等の活用による相談業務の強化 368 368 弁護士等の謝礼金、旅費 

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための消費者教育・啓発の実施 188 188 会場借上料、講師謝礼金・旅費、啓発資料作成・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

1,243 1,228

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 情報誌の年間購読により、消費者問題の情報を収集。

（強化） 事例や法例等の解説された消費生活にかかる専門書の新規購入により、年々複雑化する消費者問題へ適切に対応。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし。

（強化） 大阪府が実施する相談員養成研修事業の座学・実地研修に相談員１名の参加支援を行い、実務能力の向上を図る。

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）

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） 府内開催の研修参加については、年間１万円の予算(費用弁償）内での対応。国センへの研修参加については、従前実施していない。

（強化） 国センへの研修参加支援の実施(相談員２名×１回）及び府内での相談員２名の研修参加増により、相談員のレベルアップが図られる。

事 等 合 や専 書 等 業務
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 国センへ事例等の問合せや専門書の判例等の活用により、相談業務へ対応。

（強化）
相談業務の複雑化・高度化に対応するため、弁護士等の活用により、相談員が専門的知識の助言・指導を得ることにより、センターの相談窓口の高度化が図れる。
「 H21年11月1日～Ｈ22年3月31日、電話・メール等による法律相談業務（月～金曜日（祝祭日除く）１３～１７時）・相談員への研修会２回」

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 消費者被害防止・教育のための啓発講座の開催（１回）やリーフレット（25,000部作成、広報紙へ折込）等の作成・配布。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 1 人

年間研修総日数 50 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 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

1,228 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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 2,571 千円

平成21年度の消費者行政予算 3,840 千円

千円-

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,612 千円 千円前年度差 41



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 2 人

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 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 0 人 平成21年度末予定 相談員数 0 人

相談員数 2うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 2 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

④その他

②研修参加支援 〇 府外への研修参加支援・相談員養成事業への研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 消費生活センター機能を器材等により拡充強化する。 618               618                   消費者相談コーナーにノートパソコン、デジタルカメラ等を整備す

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272302 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 交野市 自治体コード

合計 1,310            1,310                

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の教育啓発 200               200                   消費生活啓発品、備品購入費；130,000円、需用費；70，000円

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士と顧問委託契約する。 252               252                   委託料

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） 相談員の府外での研修参加支援（5回分） 240               240                   

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 高度化事業はありません

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） 殆ど研修には参加していない

（強化） 国セン開催の研修に相談員（2名）、担当職員（1名）を年に5回参加できる旅費を支給

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）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費生活相談品の記録写真を撮るにも不自由な状態で、またインタネット接続もされていない状態で、最新の情報も入手できない状態
であった。また、相手方（メーカー等）から、この通話を録音する等脅迫めいた言動を受けていた。

（強化） 機能強化の為の器材（ノートパソコン、プリンター、デジタルカメラ、通話録音機等）を整備する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） これまで消費生活啓発講座は殆ど器材なしで実施してきた。

（強化） 消費生活啓発講座を聞きやすく、見やすくを基本に器材（マイク、プロジェクター等）を整備する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 高度化事業はありません。

（強化） 複雑多岐にわたる相談内容に対応できるよう基金を利用して弁護士と顧問委託契約する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 1,310          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,032            千円

平成20年度の消費者行政予算 6,040            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 682             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,722          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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加の為の旅費を支援し、その能力開発を図る。

③就労環境の向上

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 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員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

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



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 大阪府 市町村名 大阪狭山市 自治体コード 272311 平成

対象経費

21 年度

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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） 事務処理機器の設置、執務参考資料の購入 189 189 機器等の購入

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）

59 59

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 相談員研修への参加支援（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 消費者被害防止のための啓発 504 504 啓発冊子の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

752 752

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） これまでに同種の事業は実施していない

（強化） 相談業務における事務処理機能を強化するためにコピー機を設置、執務必須図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） 府開催の研修に相談員１名を参加できるよう旅費を支援

（強化） 府開催の研修以外の研修に相談員１名を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）（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） これまでに同種の事業は実施していない

（強化） 消費者被害防止のため「くらしの豆知識」を2,000部作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 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

752 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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 749 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,519 千円

千円-

うち基金（交付金相当分）対象外経費 767 千円 千円前年度差 18



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 1 人

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 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 平成21年度末予定 相談員数 1 人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 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 ○ 府開催の研修以外の研修に参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 大阪府 市町村名 阪南市 自治体コード 272329 平成

対象経費

21 年度

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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） 備品（パンフレットスタンド）購入 24                 24                    相談窓口強化に必要な機材・事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

34                 34                    

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）

消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加するために
必要な旅費

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） 消費生活相談員の研修参加に伴う旅費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

58                 58                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 様々なパンフレットを置くためのスタンドを市役所庁舎内には設置しているが、離れた場所にある消費者相談室にはない。

（強化） 消費生活に関係するパンフレットを設置するためのスタンドを相談室内に置き、相談者及び相談員の利便性を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） ３名の相談員に対し、一人一回ずつ、市が依頼する近隣で開催される日帰りの会議や研修に参加する際の旅費を予算化している。

（強化） ３名の各相談員に対し、レベルアップを図るために必要な宿泊や参加費を伴わない研修への参加を支援し（１名につき７～８回程度）、
参加に伴う旅費を負担する。

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 2,446            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 58               千円

平成21年度の消費者行政予算 2,517            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 2,459          千円 前年度差 13               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 -      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      人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 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

④その他

②研修参加支援 ○ レベルアップに必要な研修への参加に伴う旅費を負担する。

③就労環境の向上 ○ 相談室内にパンフレットスタンドを設置し、相談業務を円滑に行いやすくする。



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）

研修に参加するための旅費及び機会保証の報酬⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 大阪府主催の消費生活相談員養成事業実務的研修 425               425                   

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の移設、機材・事務用品機器の設置 612               612                   事務所の改修、機材・事務用機器の設置に係る経費

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）

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）

事業名 事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費

平成 21 年度

対象経費

都道府県名 大阪府 市町村名 島本町 自治体コード

事業経費

-合計 - 1,156            1,156                

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）

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

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

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

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）

研修に参加するために必要な旅費

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） 消費生活相談員養成講座等の研修への参加支援 119               119                   

研修に参加するため 旅費及び機会保証 報酬

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） 大阪府主催 消費生活相談員養成事業実務的研修 425              425                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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） 大阪府主催の研修に参加

（強化） 大阪府主催の研修に加え国民生活センター主催の相談員養成講座等への参加のための旅費支援　養成講座：1,000円×20回×１名＝

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） なし

（強化） 大阪府主催の消費生活相談員養成事業実務的研修に参加するための旅費及び機会保証の報酬

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） パソコン×１台（総務課より借用）　電話×１台

（強化） パソコン（ネットワーク回線工事費用含む）×１台、FAX電話×１台（回線工事費含む）、コピー複合機×１台、ロッカー・パンフレットスタンド

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

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）

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）

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）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）

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

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）対象経費 1,156          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,473            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,053            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 264             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,317          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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の相談員養成講座参加の旅費を支援する　1,000円×20回

③就労環境の向上 ○ パソコン・コピー機・FAX等現在借用している備品等を購入し良好な就労環境を確保

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      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 2      

人

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

2      人

相談員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

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



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 大阪府 市町村名 豊能町 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

自治体コード 27321 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）

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）

ロッカー購入１００千円・通話録音装置購入２０千円・参考資料等

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） 相談窓口の設備強化。 128               128                   

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） 相談員レベルアップ研修費。 50                 50                    相談員研修旅費。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

講座開催時講師料３０千円・啓発物品作成１００千円、パンフ
レット５０千円、パネル１００千円。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座による啓発。・PR強化。 280               280                   

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 458               458                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 書籍の購入等。

（強化） 消費生活相談窓口へ、ロッカーを購入し事務用機器（PIO端末）及び参考資料等の収納を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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） ある程度の研修費においては、町予算より支出（旅費）を行い支援。

（強化） 更なる相談員の研修参加支援（旅費）により、国民生活センター主催（相模原）等の研修に参加いただきスキルアップを図っていただく。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講師を無料にておこなっていただける方を探し講座を実施。・広報、HP、啓発シール等による周知。

（強化） 専門の講師（謝礼要）を招き、出前講座を実施。・更なる消費者向け啓発物品（ボールペン等に担当課及び相談日を名入れ＝1000個）
や、パンフレット（消費生活相談の案内＝500枚）、パネル（町民祭時に展示する＝10枚）を作成し配布等を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 2,216            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 458             千円

平成２１年度の消費者行政予算 2,089            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 1,631          千円 前年度差 -585           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

平成２１年度末予定 相談員数 -      

相談員総数

相談員数 1      人

1      人

うち常勤職員の相談員 平成２０年度末 相談員数 -      人

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成２０年度末 相談員数 1      人 平成２１年度末予定

人 平成２１年度末予定 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 -      

相談員が、研修に積極的に参加できる体制整備を図る。

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 忠岡町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

２７－３４１ 平成

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）
消費生活専門相談窓口を拡充し、相談事業の強化、及
び消費者行政についての広報・周知の強化を図る

144               144                   
事務用機器等の設置、相談窓口の機能強化についての住民
への周知 消費生活専門者相談窓口や各関係機関の広報・周

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

び消費者行政についての広報・周知の強化を図る への周知、消費生活専門者相談窓口や各関係機関の広報・周

53                 53                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費等 （９月補正３７含む）

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） 消費者行政に係る研修等への参加支援等

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 70                 70                    高齢者向け悪徳商法防止のためのシール等の作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

267               267                   

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

-合計 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費生活専門相談窓口が狭く、消費者の相談機会が限られている

（強化）
消費生活専門相談窓口を拡充し、消費者の相談機会の拡大を図る  （・関連書籍、書籍ラック、各種ファイル等の購入による相談窓口の充実・相談窓
口の機能強化についての住民への周知等）、及び消費生活専門相談窓口やその他関係行政機関等（他消費生活センターや消費者関係団体等）の

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

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（事業は実施していなかった）

（強化） 新たに府開催の研修や、スキルアップのための研修に参加できるよう旅費等を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし（事業は実施していなかった）

（強化） 新たに高齢者向けの悪徳商法被害防止のためのシール等を作成（１，０００個）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）



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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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 935               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費（２３０千円＋上積み分３７千円 267             千円

平成21年度の消費者行政予算（６月補正２３０千円含む） 1,615            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 1,348          千円 前年度差 413             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

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員のレベルアップのための研修に参加できるよう研修費等を支援

③就労環境の向上



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）

備品購入費、消耗品費⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 専用相談室の設置、各種備品購入、執務用書籍購入 388               388                   

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）

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）

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 273619 平成 21都道府県名 大阪府 市町村名 熊取町

講師謝礼金

合計 - 1,117            1,045                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 集中相談会の実施 110               110                   

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝礼金、消耗品費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座、啓発講座の実施 74                 74                    

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

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） 消費生活専門相談員と職員の研修参加経費 93                 21                    旅費、報償金（相談員旅費分）

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） 消費生活相談員養成事業研修参加経費 452               452                   報償金（旅費含み）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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） 相談員：旅費支給（府・弁護士会との共同事例研究会、弁護士ゼミ）

（強化） 相談員：経常分（既存）の研修とは別の研修を９回（２人）参加し、報償金（＝旅費分のみ基金分で、報償分は町単費で）を支給。　職員：３回（２人）

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） なし

（強化） 相談員養成事業にかかる研修支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談室として会議室を一時的に利用。相談員用PCはなく、必要時は職員執務用PCにて情報収集し、相談員へ渡している。

（強化） 専用相談室の設置および相談員用机、脇机、椅子、相談者用テーブル、椅子、両開き書庫、書類フロアケース、壁掛け時計、ボイスレ
コーダー、パンフレットスタンド、ヘッドセット、防犯用ワイヤレスチャイム、防犯ブザー、の備品購入、相談員用のPC購入、執務用書籍等

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 過去に年３回程度、依頼を受けて小学校、高齢者施設への出前講座実施。

（強化） 新規開拓として中学校等への出前講座を新規開催。消費者問題啓発講座の新規開催

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 過去に当該事業を実施したことがない

（強化） １週間集中相談会の実施（月～金の毎日消費生活相談を実施する。弁護士または司法書士を招いて、相談員とともに週３日開催の消
費生活相談を強化する。）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

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）対象経費 1,045          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,702            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,602            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 55               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,657          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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加時は旅費のみ支給であったが、今年度から報償金も支出

③就労環境の向上

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 4      人 平成21年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 49                 37                    事務用機器の設置

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273627 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 田尻町 自治体コード

-合計 - 164               132                   

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）

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

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

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用パンフレットの作成等 105               85                    教材作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修に参加するために必要な旅費

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（1名） 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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 府開催の研修には、相談員1名が町単費により年３回程度参加

（強化） 府開催の研修に相談員1名が多数参加できるよう旅費を支援

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 過去に同様の事業は全く実施していない

（強化） 新たに情報提供のためにコピー機能等を持ち合わせた多機能型のプリンター（１台）を設置

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 過去において消費者（契約）トラブルの冊子を作成

（強化） 成人式及び窓口等において新たに悪質商法被害防止のためのパンフレット［５００部（「特定商取引法」及び「割賦販売法」による法改正のポイント等を周知）］等を作成

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 132             千円

平成21年度の消費者行政予算 164               千円

平成20年度の消費者行政予算 32                 千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 32               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

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員等レベルアップ事業に参加

③就労環境の向上 ○ 相談室内への事務用機器の設備投資による環境整備

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 平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員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

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



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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能強化を図るためのパソコン設置 149               149                   消費生活相談専用パソコン設置費（1台）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273813 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 太子町 自治体コード

-合計 - 291               291                   

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）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発物品作成 138               138                   訪問販売お断りシール作成費（5,100部）　

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加旅費（担当者１名、研修２日）

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 4                  4                      

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員基礎研修に参加。

（強化） 消費生活相談員専門研修に参加し、消費者行政担当者のレベルアップを図る。

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 他業務と共通のパソコンを使用し、消費生活相談への対応を行っている。

（強化） 大阪府消費生活相談窓口職員専用ホームページ用パソコン（消費生活相談専用）を設置し、相談体制の強化を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 他の行政機関等より送付されたチラシ等を窓口にて配布。町広報誌に消費生活に関する情報を掲載。

（強化） 訪問販売お断りシールを作成し町内全世帯に配布することにより、消費者被害の未然防止を図る。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

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

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）

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

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）対象経費 291             千円

平成21年度の消費者行政予算 450               千円

平成20年度の消費者行政予算 159               千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 平成21年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員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

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



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）

参加支援費⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 大阪府が実施する実務的研修への参加支援 407               407                   

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）

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）

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 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273821 平成 21 年度都道府県名 大阪府 市町村名 河南町 自治体コード

合計 407               407                   

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）

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

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

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

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 現在相談員が不在であり、平成21年度に大阪府が実施する実務的研修に参加・修了した者を本町の消費生活相談員とする。

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）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

（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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 1      人

年間研修総日数 50    人日

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）

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

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）対象経費 407             千円

平成２１年度の消費者行政予算 4,547            千円

平成２０年度の消費者行政予算 4,336            千円

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

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

前年度差 -196           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,140          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

④その他 ○ 平成21年度末までに相談員１名配置予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

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 -      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 平成２１年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      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

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


