
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

１．交通費，資料印刷費，委託料，会場賃借料
２．講師謝金，資料印刷費
３．広告掲載委託料
４．配送委託料

合計 - 45,225          38,817              -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

１．消費者月間における「京都くらしのフォーラム」の開催
２．消費者団体等との協働による市民向け講座の開催
３．多重債務特別相談会実施の広告掲載
４．消費者相談緊急チラシの配送

8,040            8,040                

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 祝日相談の実施 2,000            200                  委託料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

１．負担金
２．委託料
３．委託料(講座の企画運営及び検定実施)
４．図書等購入費
５．印刷費，版下作成委託料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

１．大学における消費者講座の開講
２．消費者啓発に係る動画の配信
３．消費者力検定受験対策講座の実施
４．情報提供コーナーの充実
５．小学生向け消費者教育教材広報チラシの作成

1,900            1,900                

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）

委託料

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 弁護士による相談員への相談支援事業 1,678            1,300                

講師謝金

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の実務研修への参加支援 863               570                  旅費，研修受講料

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

250               155                  

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）

１．印刷費，発送委託料
２．図書等購入費
３．需用費，備品購入費
４．印刷費，版下作成委託料
５．設置費，委託料
６．作成費
７．広告掲載料，版下作成委託料
８．委託料

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．生活情報誌「マイシティライフ」特別号の発行
２．執務参考資料・図書等の購入
３．センター施設の整備
４．市民しんぶんの挟み込み
５．センター案内板等の設置
６．啓発物品等の新規作成
７．消費者啓発パネル展の開催
８．センター名称変更に係る周知シール等作成

30,494          26,652              

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 261009 平成 22都道府県名 京都府 市町村名 京都市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） なし

（強化）
消費者月間における「京都くらしのフォーラム」の開催，消費者団体等との協働による市民向け講座の開催，多重債務特別相談会実
施の広告掲載，消費者相談緊急チラシの配送

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週末（土・日）電話相談事業の委託，相談員１０名体制

（強化） 祝日における電話相談の実施

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） 消費生活講座の開催

（強化）
大学における消費者講座の開講，消費者啓発に係る動画の配信，消費者力検定受験対策講座の実施，情報提供コーナーの充実，
小学生向け消費者教育教材広報チラシの作成

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士による相談員への相談支援事業（月１回，法律事例研究会を開催）
（強化） 弁護士による相談員への相談支援事業の充実（弁護士による法律指導及び助言の充実，あっせん業務の強化）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 各専門機関の担当者を講師とした相談員向け研修会の開催

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）
生活情報誌「マイシティライフ」の発行（年４回），窓口案内チラシの作成，執務参考資料・図書等の購入，市民しんぶんの挟み込み，
市政広報板へのポスター掲示，センター案内板の設置，啓発物品等の新規作成

（強化）
生活情報誌「マイシティライフ」特別号の発行，執務参考資料・図書等の購入，センター施設の整備（相談ブースパーテーション等の設
置），市民しんぶんの挟み込み，市バス・地下鉄等へのセンター案内板等の設置（ラッピングバス作成含む），啓発物品等の新規作
成，消費者啓発パネル展の開催，センター名称変更に係る周知シール等の作成

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -4,676        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 89,291        千円

平成22年度の消費者行政予算 128,108         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 38,817        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 93,967        千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 27,700        千円

2      200                

平成21年度の消費者行政予算 121,667         

対象人員数
（報酬引上げ）

-      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

2      97                  

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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22年度末予定 相談員数 2      うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 10    人 平成22年度末予定 相談員数 10    人

12    人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 12    人 平成22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）

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,125            5,125                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

相談員への人件費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 職員以外の相談員の配置 1,952            1,952                

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 1,424            1,424                出張講座における備品購入費、広報資料作成のための消耗品費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

研修参加のための旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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（無資格者）の研修への参加支援 164 164

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談室設置工事、備品等の購入 1,585            1,585                相談室工事費・書棚等備品購入費・相談業務用参考図書代

②消費生活センター機能強化事業（増設）

対象経費

自治体コード 262013 平成 22 年度都道府県名 京都府 市町村名 福知山市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 20年度は、月に２日(第２、第４水曜日)、専門相談員を配置。

（強化） 月に２日の相談員配置に加え、嘱託職員として相談員を１名配置する(新規で４月１日から)。

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） 高齢者等の集会に出向き、寸劇やビデオ上映、行政・警察からの説明を交えた出張講座を開催する(年14回)

（強化）
高齢者等を対象とした講座の開催（年３０回）、啓発活動協力員の育成、啓発資料の作成
＜啓発用資材＞ワイヤレスアンプ、自立式スクリーン、プロジェクター、スピーカー、啓発ビデオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、三脚、
ＤＶＤプレーヤー、ビデオ作成ソフト(ＶｉｄｅｏＳｔｕｄｉｏ、MovieDVDMaker、ＤＶＤＭovieWriter　など)

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） 府主催の研修に相談員（無資格者）が参加できるよう旅費を支援する（年１回）

（強化） 配置した相談員が資格取得するための研修参加に対して支援する。同様に担当職員の資質アップを図る。

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）

（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） 幅広い相談内容に対応した法改正後の参考資料を購入し、相談業務の充実を図った。

（強化）
相談窓口を整備し、備品・参考図書などの充実を図る。
＜相談室設置＞パーテーション工事、電話工事、パトライト設置工事、テーブル、椅子、引き違い保管庫、ファイリング用書棚、パンフレットスタンド

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

1,249          千円前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,742          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,889          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,640          千円

平成22年度の消費者行政予算 7,631            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,817            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 177             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,558                              人時間／年 1,758             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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 ○ 嘱託職員に対する研修参加費の支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 2     平成22年度末予定

-     

人相談員数 2     

平成22年度末予定 相談員数 1     人

処遇改善の取組

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

具体的内容

-     -     人

相談員総数 3     人

平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2     

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市

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）

自治体コード 262021 平成 22

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 研修会参加旅費・参加費 123               122                  旅費・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）

啓発チラシ

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発チラシ 1,134            1,134                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 1,257            1,256                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

なし

（強化）
消費生活相談にかかる研修会への参加
①旅費の部：国セン消費生活相談員研修(相模原市３日間) 56,920円、国セン消費生活相談員養成講座(神戸市５日間×２回)旅費 63,740円
②負担金補助及び交付金の部：国セン消費生活相談員研修(相模原市３日間)　受講料2,140円  　　①＋②＝122,800円

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）

（強化）

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） なし

（強化）
消費生活にかかる啓発チラシの作成　【悪質商法啓発用チラシ　＠30円×36,000枚×消費税1.05＝1,134千円　町内会を通じ市内全
世帯(約36，000世帯)に配布予定】

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 2,569            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 38              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,531          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,515            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,256          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,259          千円 千円前年度差 -272           



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21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      

平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 3      

人

相談員数 4      人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 4,514            4,414                -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の配置 1,637            1,635                消費生活嘱託相談員報酬、共済費（雇用主負担分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

出前講座用パソコン、プロジェクター等、啓発教材、啓発用パネル等

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教育と啓発 1,051            1,050                

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） 消費生活相談員等の研修参加 92                91                    国民生活センター等が実施する研修会に参加

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

①啓発活動車（広報設備含む）　1,706千円
②屋内配線工事費　１１千円

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）
①啓発活動車による悪質業者へのけん制と住民への周
知
②消費者ホットライン利用のための電話回線開設

1,734            1,638                

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 262030 平成 22都道府県名 京都府 市町村名 綾部市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 消費生活専門相談員なし。中丹広域振興局消費生活相談員の指導を受け、困難な消費生活相談に対応。

（強化）
平成22年4月1日に消費生活専門相談員1名(窓口対応週5日)を配置し、複雑化する消費生活相談に迅速、効率的に対応。市民が相
談しやすい環境を整備。

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） 消費生活専用のパソコン等がなく庁内で調整して使用。充分な設備がなく高齢者への被害防止が困難。

（強化） 消費生活専用のパソコンやDVD教材等を整備し、高齢者にとって視覚的、聴覚的に分かりやすい啓発を行う。

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）

（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） 消費者行政兼任の職員が近隣市で開催の研修に参加。（平成２１年度市町村消費生活行政担当者等研修　福知山市　２人参加。）　

（強化） 消費生活専門相談員が国民生活センター等が実施する研修会に参加し、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）

（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）
①啓発活動専用車なし。課内で調整して使用。
② なし。庁内IP電話使用のため消費者ホットライン接続不可。中丹広域振興局に着信。

（強化）
①啓発活動専用車で広報活動を実施し、悪徳業者等をけん制、市民へ啓発を行い、消費生活の安心確保に努める。
②電話回線を開設し、消費者ホットラインを接続。市民が相談しやすい環境を整備。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

889             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,414          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 314             千円

平成22年度の消費者行政予算 5,617            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,203          千円 前年度差

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

平成21年度の消費者行政予算 314               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,344          人時間／年 1,640             

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



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

③就労環境の向上

④その他

相談員数 -      

人

②研修参加支援

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      平成22年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      平成22年度末予定 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 3      2      人

相談員総数 3      人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 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）

都道府県名 京都府 市町村名 宇治市 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 262048 平成 22

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）

備品整備（脇机購入）

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） 相談員の環境整備 70                70                    

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） 職員・相談員の国民生活センターでの研修参加 280               148                  相模原での研修参加　４名分の旅費、宿泊費、負担金等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

月1回の弁護士との意見交換や見解を求める場を設定（６月よ
り　委託=月3時間分30,000円＋交通費5,000円）

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 弁護士の意見を聞ける機会を設置 350               350                  

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）

特集号印刷費及び新聞折込手数料（78,000世帯）、参加者に
啓発を掲げた物品（マグネット式シール、エコバッグ等）を購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
市政だより特別号の発行、消費生活展参加者に啓発物
品を配布

954               953                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を1名増員する 2,475            2,360                嘱託相談員1名の人件費（５月より増員）

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 - 4,129            3,881                -

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） 相談員の環境整備（増員＋職員の2名分の脇机購入）

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） ２名相談員配置、国民生活センター基礎研修会に毎年交互に参加

（強化） 職員及び相談員が国民生活センター相模原での基礎・専門研修に参加できるよう支援

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 当センターにおいて弁護士等の意見や見解を聞ける場を設置し、高度化・専門化する相談に対応できるようにする。

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） ①市政だよりに消費者情報は随時掲載　②なし

（強化） ①市政だより特集号（全面消費者情報を掲載）を発行、②消費生活展開催時、参加者に啓発物品を配布し、消費者教育・啓発を図る。

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） ２名相談員配置　配置時間　８：３０－１７：１５　　　窓口開設時間　平日９：００－１６：００

（強化） 相談受付業務を拡充するために相談員を1名増員する(５月からの雇用予定）。週４日　８：３０－１７：１５　＋　週１日　８：３０－１２：００

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

うち基金（交付金相当分）対象経費 56              千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,535          人時間／年 2,472             

平成21年度の消費者行政予算 913               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 857             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成22年度の消費者行政予算 6,269            千円

2,388          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,881          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,531          千円前年度差



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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 人2      

人

相談員総数 3      人

人 平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

3      人うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターへの研修参加

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）

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 宮津市

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）

自治体コード 262056 平成 22

書籍等参考資料の購入(10千円),ホットラインの設置(屋内配線
工事費 20千円)

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） 消費生活に係る相談窓口の拡充 30                30                    

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の府外、府内での研修への参加支援（2名） 383               383                  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）

啓発資料作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 776               776                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

- 1,189            1,189                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

（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）

府開催の研修に旅費の発生しない研修に参加

（強化） 府開催の研修及びその他の研修に参加できるよう旅費を支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 書籍等参考資料の購入（消費者六法他、６冊）

（強化） 書籍等参考資料の購入、ホットラインの設置

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）

（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

（強化） 新たに高齢者及び、各層を対象にした悪徳商法被害防止のためのパンフレットを１０，０００部作成し、各戸配付する。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 938               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 938             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 1,189            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,189          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      

平成21年度末 相談員数

人 平成22年度末予定うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

相談員数 人

人

人

処遇改善の取組 具体的内容

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,914            3,116                -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談担当嘱託職員を新たに配置 2,555            1,975                消費生活相談担当嘱託職員報酬等

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発ティッシュ、消費者教育用教材、啓発ステッカー、啓発リーフレット作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発ティッシュ、ステッカーなど配布 502               358                  

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） 担当職員、相談員の研修への参加支援 104               96                    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）

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）

事務用機器の購入費、参考図書購入費、ホットライン専用回線
新設費

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）
事務用機器の設置、ホットライン専用回線新設、参考図
書購入

753               687                  

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 262064 平成 22都道府県名 京都府 市町村名 亀岡市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週1回（午前２H・午後 ３H)専門相談員による相談受付

（強化） 平成２２年４月から、消費生活相談担当嘱託職員（１名）を配置。週４日

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） 消費生活出張講座、親子消費者教室、消費者大学の開催

（強化） 市民へ向けての消費者教育用教材（ＤＶＤ・ビデオ）・啓発ティッシュ・ステッカー、啓発リーフレット、作成・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） 府開催の研修には、年2回ぐらいの参加

（強化） 府外開催の研修に相談員が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）

（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） ＰＩＯーNETの設置、ホットライン既存電話に接続、備品購入(プロジェクター・スクリーン等)、消費生活参考図書

（強化） 事務用機器の設置（センター、相談員用パソコン　2台）、ホットライン専用回線新設、参考図書購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

40              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,116          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 758             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,914            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 798             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,643            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 885             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,392          人時間／年 1,952             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

③就労環境の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員（職員含む）の府内・外研修参加のための旅費支援

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 1      平成22年度末予定 人相談員数 1      

具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 平成22年度末予定 相談員数 1      人

処遇改善の取組

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 2      人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 市町村名 城陽市 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 262072 平成 22

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）

ＦＡＸ設置、冷暖房器具、ＰＣ、デジカメ、スキャナ、プリンター、
専門図書等購入

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） 消費生活相談室の整備 603               603                  

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） 民間団体主催の研修参加 100               100                  研修参加旅費、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）

クーリングオフリーフレット、訪問販売お断りシール作成、啓発
用備品等購入

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 797               797                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 1,500            1,500                -

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）
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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 消費者庁ホットライン専用及び消費生活相談専用電話の設置

（強化）
ＦＡＸ設置、冷暖房器具(四季を通じて快適に相談できる相談室とするための新規設備)、ＰＣ、デジカメ、スキャナ、プリンター、インクト
ナー、専門図書、ハンドブック購入、情報誌定期購読(長期保存予定)等購入

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） なし

（強化） 国セン、京都府のほか、民間団体、協会主催研修参加旅費、参加費

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） なし

（強化）
訪問販売お断りシールやクーリングオフリーフレットを作成、配布することにより消費者への啓発事業を強化する。また消費者啓発講座用のプロジェ
クター、スクリーンの購入。消費生活啓発ビデオ等対応液晶テレビ、ＤＶＤ再生機器の購入。消費生活コーナーに啓発チラシ専用書棚を購入。

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人時間／年

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算 5,288            千円

千円

6,770            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 22              千円

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,266          千円

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

1,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

4                千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,270          



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21年度末 相談員総数 2      相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末

相談員数

平成22年度末予定

うち委託等の相談員 平成21年度末

相談員数相談員数 人

相談員数

人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

国セン、京都府のほか、民間団体、協会主催の研修の参加旅費、参加費支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の環境設備改善（冷暖房等）

②研修参加支援

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）

合計 - 1,011            1,008                

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）

-

相談増加分（報償費）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談件数の増加に対応し、窓口開設時間を拡充し、強化 319               319                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

講師謝金、講師旅費、啓発資料作成･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 弁護士を講師に招いたセミナー開催、啓発冊子の購入等 460               459                  

⑫食品表示・安全機能強化事業

旅費、研修費、教材費

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等主催の研修への参加支援 125               124                  

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

107               106                  

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談窓口を強化、整備

市町村名 向日市 262081 平成 22 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

都道府県名 京都府 自治体コード

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・購入等

対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

消費生活相談を市役所内の相談室で週5日（平日、全日１日、半日４日）に開設。相談員1名を増員し（合計3名）、公共施設での出張
相談を平成21年7月から開始。

（強化）
増加する相談件数に対応するため、市役所の窓口開設時間を拡充し、全日２日、半日３日とする。出張相談は継続。相談員は2名体
制。

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） 生活セミナーの実施（主に無償の講師を利用）。

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

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）

（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） 主に府内開催の研修に参加。

（強化） 国民生活センター等主催の研修に相談員・職員（４人）が計7回程度参加できるよう支援。

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） プロジェクタ、執務参考資料等を購入し、センター機能を強化中。

（強化） 直通電話回線の設置およびFAX機能付電話機の購入等を行い、センター機能のさらなる強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -270           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,743          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,284            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,008          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,013          千円

平成21年度の消費者行政予算 5,959            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,946          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      174             人時間／年 319                

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 昨年度に引き続き、府外で行われる研修への参加を支援。

平成22年度末予定 相談員数

2      人 平成22年度末予定 相談員総数

うち委託等の相談員

④その他 ○ 国民生活センターによる相談専門家の巡回訪問事業を受け入れ。

③就労環境の向上 ○ FAX機能付電話の設置により、事案の迅速処理を支援。

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 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数 2      

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 3      

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 3,305            2,148                -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談窓口の開設時間の延長 3,069            1,936                年間報酬、費用弁償、社会保険料

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者の育成及び被害の未然防止（弁護士、専門相談員によ
る市民を対象とした講演会、講習会を弁護士に依頼。講師謝
金３回×30,000円で実施）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 講演会の開催 90                90                    

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） 相談員の研修への参加支援 20                10                    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）

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）

事務用備品購入・参考図書購入

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） 消費生活相談の機能強化を図るための整備等 126               112                  

対象経費

自治体コード 262099 平成 22 年度

基金（交付金相当
分）対象経費

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名 京都府 市町村名 長岡京市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 謝礼契約（１日午前中の２時間～火・水・木・金）として相談を実施している。

（強化） 嘱託職員として1人、新たに4月1日より年度末まで、火水木金の１日午前９時～午後４時まで相談時間を拡大する。

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） なし

（強化） 自立した市民の育成、また、消費者被害の未然防止のため、講師を招聘したなかで講演会を実施する。

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）

（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

（強化） 更なる専門的な知識を習得したなかで市民対応するため研修に参加する。

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）

（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） なし

（強化） 相談室での情報漏洩防止のための書類保管用の備品ロッカーの整備、及び、相談時における参考図書の整備。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

238             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,148          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 919             千円

平成22年度の消費者行政予算 3,305            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,157          千円 前年度差

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

平成21年度の消費者行政予算 919               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,087          人時間／年 1,936             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談専門員を市の嘱託職員として位置づける。

④その他

②研修参加支援 ○ 国セン主催等で開催される専門研修に参加し、更なる専門知識の取得に務める。

①報酬の向上

人

人うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 平成22年度末予定 人相談員数

具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      平成22年度末予定 相談員数 1      人

処遇改善の取組

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 1      人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 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）

合計 - 11,407          9,676                -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費者行政担当者の勤務日数の拡大及び臨時職員の
雇用

3,100            1,372                消費者行政担当者の勤務日数拡大993・臨時職員の雇用379

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

記念講演会１，０４１（講演料８５０、会場使用料１９１）・マグネッ
ト作成と配布１，００７

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 記念講演会・啓発マグネットの作成と配布 2,049            2,048                

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）

月２回×１名（38,850円×２回×１２ヶ月）

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 助言弁護士 933               932                  

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び職員の研修参加支援 234               234                  研修旅費及び参加負担金２３４

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

改修２，２００･設計委託２９９・備品類１，６００・センター周知９９１

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） 改修工事及び設計委託・備品の充実・センターの周知 5,091            5,090                

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 262102 平成 22市町村名 八幡市都道府県名 京都府



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

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）

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） 相談員２名（週５日、35H）、消費者行政担当者の勤務日数週３日勤務。

（強化）
事務の増大と相談員との連携をより図るため､消費者行政担当者の勤務を週５日勤務に拡大。記念事業・センター周知事務等の業務
に対応のため、臨時職員1名の４ヶ月間雇用する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 記念事業の開催(落語を使った高齢者被害防止に向けての講演会等 )･マグネットを作成し広く市民に啓発する。

⑭商品テスト強化事業
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談員が弁護士から助言が受けられる体制にし相談事業の充実を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等の研修会に参加し見識深める。

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 相談室は１ヶ所事務所内に設置しているが、重複して相談があった場合カウンター越しで相談している。

（強化）
センター２階の和室を洋室に改修し、相談室等の充実を図る。合わせて備品類の充実(会議用机・椅子・パソコン、啓発用資料棚、プロ
ジェクター、スクリーン、液晶テレビ2台、再生ディスク2台　等)。市民へセンターの周知を図る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

2,218          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,026          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,674        千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,456        千円

平成22年度の消費者行政予算 24,700        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 13,994        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 538             千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,158          人時間／年 1,372             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



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会等参加旅費及び参加負担金

③就労環境の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

人 平成22年度末予定 相談員数 2      人

人 平成22年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

人

相談員総数 2      人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 5,278            3,613                -

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）

1,132                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
嘱託職員の報酬、外部委託相談員の謝礼・相談日拡充
分

4,076            2,411                嘱託職員の報酬、外部委託相談員の謝礼・相談日拡充分

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費生活講演会講師派遣手数料、くらしの豆知識・啓発物品購入代

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講演会開催、啓発物品・啓発資料・啓発ビデオ購入 1,132            

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・職員の国セン、府センター研修旅費 60                60                    相談員・職員の国セン研修、府センター研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

10                    

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）

22

参考図書購入費

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） 執務参考図書の購入 10                

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 262111 平成市町村名 京田辺市都道府県名 京都府



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 週３日の相談、２人の相談員が１人ずつ交代で対応　

（強化） 週５日の相談に拡充、週５日のうち2日は２人体制に拡充

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） なし

（強化）
消費生活展講演会（実験を交えたトークイベント）開催、くらしの豆知識購入（講座、産業祭で配布）、啓発物品（クリアファイル）購入
（成人式で配布）、啓発ビデオ購入（ミニ講座で上映）

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） 京都府開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 相談員が京都府消費生活安全センター等の月２回研修会に参加、相談員、職員が国民生活センターの研修会に参加

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） なし

（強化） 執務参考図書購入



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

992             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,613          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,336          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,941            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,328          千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 4,812            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,476          千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,880          時間／年 2,411             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数 2      

④その他

②研修参加支援 ○ 嘱託職員の研修参加を支援

③就労環境の向上 ○ パソコン設置、相談専用スペースの設置

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 嘱託職員を１名採用し、時間外手当等の報酬を支払う

人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち委託等の相談員 平成21年度末

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員総数 2      人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 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）

年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名 事業の概要

-

都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市

対象経費

自治体コード 262129 平成 22

ﾊﾟｿｺﾝ及び車両購入費、ｾﾝﾀｰ設置周知用冊子・ｸﾞｯｽﾞ作成費

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） 消費生活センター新設 6,463            6,463                

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修参加等支援 264               264                  研修会旅費

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置 2,027            2,027                消費生活相談員（臨時職員）の賃金、通勤手当、社会保険料

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）

8,754            -8,754                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

常勤職員が他の業務と兼務、相談があれば対応

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化） 消費生活センターを新たに設置、相談員を配置して相談業務を専門的に行う。相談業務用のﾊﾟｿｺﾝ、車両購入。周知用冊子等作成。

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター及び府消費生活安全センター開催の研修に参加（常勤職員、相談員）、予定人数3人・予定回数19回

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員2名配置、4月開設・月～金曜日・9：00～12：00、13：00～16：00



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      1,904          人時間／年 2,027             

平成22年度の消費者行政予算 12,292          

平成21年度の消費者行政予算 2,322            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 143             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,179          千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,754          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,538          千円 前年度差 1,359          



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21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定

2      

-      人

相談員数 2      人

人

相談員数

人

④その他 ○ 4月より消費生活専門相談員を2名配置

②研修参加支援

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      相談員数 -      人 平成22年度末予定

③就労環境の向上

①報酬の向上



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）

合計 - 334               334                  -

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）

290                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用パンフレット等購入費（送料含む）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット等による啓発。 290               

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

20                    

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） 国セン等の研修に参加。一般行政職員のレベルアップ。 24                24                    一般職担当者の研修参加旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考資料代

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） 参考資料の充実を図る。 20                

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）

22

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 262137 平成都道府県名 京都府 市町村名 南丹市



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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） 手作りチラシの窓口配架

（強化） 啓発用パンフレット等の購入

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）
（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） 府内会議への参加程度。

（強化） 国セン等の研修への参加。本庁・支所担当の研修。

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） なし

（強化） 参考資料の充実。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円前年度差 111             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 203             千円

平成22年度の消費者行政予算 537               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 334             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 92              千円

平成21年度の消費者行政予算 92                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

-      人

人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数

相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22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）

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

都道府県名 京都府 市町村名 大山崎町

対象経費

自治体コード 263036 平成 22

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）

相談窓口充実のため、機材・備品の整備ＦＡＸ付き電話機：
42,000円、パソコン：187,950円、啓発パンフレット用スタンド：
40,425円、参考図書：7,372円などの購入

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）
相談窓口を充実するため、パソコン、電話機等の必要な
備品を購入

351               277                  

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） 消費生活相談員等の研修参加支援によるレベルアップ 11                3                     
相談員等研修会参加旅費・日額旅費：＠1,700円×2回×1名
＝3,400円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

高齢者等の悪質商法被害を防止するための啓発強化　消費
者啓発用リーフレット印刷費（2,300部）29,849円

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者等の悪質商法被害を防止するための啓発強化
（啓発パンフレットの作成、啓発パンフレット用のスタンド
台の設置）、参考図書の購入

50                29                    

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談窓口開設日数を月1回から2回に拡大する。消費生
活講座の開催する。

120               60                    専門相談員謝礼：＠5,000円×12ヶ月＝60,000円

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

合計 - 532               369                  -

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

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）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（強化） 相談員及び担当職員に対し、府が実施する実施する研修参加支援によるレベルアップを図る。

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 窓口業務用機材・備品（ＦＡＸ付き電話機、パソコン，参考図書、啓発パンフレット台等）が全くなく、相談業務に支障がありました。

（強化） 窓口業務の充実のため、機材・備品の整備（ＦＡＸ付き電話機、パソコン，参考図書、啓発パンフレット台等の購入）

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） なし

（強化）

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） 相談窓口開設日数を平成21年4月1日から1日から2回に拡大。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
６５歳以上の高齢者等の悪質商法被害を防止するための啓発強化（啓発パンフレット等の作成）地域に出向き、消費生活に問題点を
分かりやすく説明する出前講座を実施する。

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） 専門相談員による消費生活相談日、毎月第２火曜日の1回実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      24              人時間／年 60                  

平成22年度の消費者行政予算 582               

平成21年度の消費者行政予算 190               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 45              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 145             千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 369             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

68              千円 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 213             



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21年度末 相談員総数 1      

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人人 平成22年度末予定

人 人

相談員総数 1      

平成22年度末予定 相談員数

相談員数 人

人1      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成22年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

京都府消費生活安全センターが主催する研修会に参加する。

③就労環境の向上

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）

合計 - 28                28                    -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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

執務参考図書の購入 10                10                    

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員の府内での研修への参加支援 18                18                    旅費（役場南～近鉄東寺駅　片道770円×2×12回）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考図書の購入

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）

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 263443 平成都道府県名 京都府 市町村名 宇治田原町 22

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．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

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） 会議等に附随する研修には、町単費により参加。

（強化） 府開催の研修会に担当職員2名の内、各研修会に対して1名が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） 会議等で配布された資料を参考にしている。

（強化） 執務に必要な参考資料を揃える。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円前年度差 1                

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6                千円

平成22年度の消費者行政予算 34                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 28              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5                千円

平成21年度の消費者行政予算 5                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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22年度末予定 相談員数 -      うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      -      人

-      人

-      人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数

相談員数

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22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）

合計 - 220               215                  -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用パンフレットの作成

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 200               200                  

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） 消費者行政担当者の府内・府外研修参加 20                15                    研修参加支援（旅費等）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

自治体コード 264075 平成 22

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 京丹波町 年度

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） なし。

（強化） 新規で高齢者向け悪徳商法被害防止のためのパンフレット( 例　20,000 部   ) 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）

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、担当職員が年２回程度参加。

（強化） 府開催の研修に、担当職員が年１０回程度参加。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 20              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 435             千円

平成22年度の消費者行政予算 650               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 215             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 415             千円

平成21年度の消費者行政予算 415               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）



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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

人 人

-      人

人人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22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）

市町村名 伊根町都道府県名 京都府 年度

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名

自治体コード 264636 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

30                    

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）

書籍、資料等購入費

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） 消費者相談窓口の機能強化 30                

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）

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

110                  

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）

消費者教育講座の実施、消費者普及啓発物の配布等(研修会
講師謝金、各種普及啓発物購入費等)

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普及啓発活動 120               

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 - 150               -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）
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）
③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

事業名

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

（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）

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 民生委員、府の暮らしの安全推進員を対象にした研修会、講座を開催する。併せて町全域での消費生活普及啓発活動を行なう。(配
布先：伊根町全戸1005戸、配布時期：Ｈ２３．１頃)

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存） なし。

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（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）

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

追加的総費用

実施形態

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）

自治体参加型

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費 140             

年間研修総日数 人日

180               

人時間／年

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）対象人員数

人

法人募集型

実地研修受入人数

人日

千円

180             千円

千円

千円

150               

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10              前年度差 10              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

人 平成22年度末予定-      消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      

人

人

うち定数内の相談員

人 平成22年度末予定 相談員数

人

相談員数

相談員総数

平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数外の相談員

①報酬の向上

人 平成22年度末予定

平成21年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 428               427                  -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

啓発用物品作成及び広報誌掲載費用

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための啓発 396               396                  

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） 担当職員の府内での研修への参加支援 22                21                    研修参加支援の旅費等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

執務用書籍等購入

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） 消費生活に係る相談窓口の充実 10                10                    

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 264652 平成 22都道府県名 京都府 市町村名 与謝野町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
悪徳商法被害防止のための物品作成（品名：マスク、数：1,500ヶ、配布方法：相談窓口や金融機関への設置、福祉施設利用者へ配布
など)及び教育・啓発について広報誌1頁掲載(8，600部)

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考資料を購入し、相談窓口の充実

（強化） 消費者庁法令集等書籍を購入し、更に相談窓口の強化

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 府開催研修会への旅費支援（２回程度）

③消費生活センター機能強化事業（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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（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．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 57              

うち基金（交付金相当分）対象経費 427             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-13             千円千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 132             千円

202               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算

対象人員数 追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象外経費 70              千円

平成22年度の消費者行政予算 484               千円

人時間／年

追加的総業務量（総時間）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



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

平成21年度末 相談員数 人

相談員数

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

人平成22年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 人

うち委託等の相談員

人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 相談員総数 -      平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

京都府 市町村名 相楽郡広域事務組合 年度

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

自治体コード 268496 平成 22

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）

巡回相談用公用車購入

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） 巡回相談用公用車の購入 2,028            2,028                

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）

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）

 啓発講座講師謝礼、啓発リーフレット作成、啓発用ＤＶＤ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  消費者生活問題啓発講座の開設、啓発リーフレット作成等 417               417                  

⑯一元的相談窓口緊急整備事業  消費生活相談員3人を雇用し、相談業務を実施 11,516          8,455                 消費生活相談員報酬等人件費

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 - 13,961          10,900              -

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

（強化） 巡回相談用の公用車の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

（強化）

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） なし

（強化）  消費者問題啓発講座（年４回）の開催、啓発リーフレット（２種類）を作成し、圏域住民を対象に各５千部配布

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） なし

（強化）  消費者生活相談員３人雇用（平成２２年３月１日採用）。毎週１回構成町村への巡回相談の実施。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      5,142          人時間／年 8,455             

平成21年度の消費者行政予算 6,600            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,982          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 618             千円

平成22年度の消費者行政予算 13,961          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,900        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,061          千円 千円前年度差 2,443          



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21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      

人 平成22年度末予定うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

相談員数 人

平成22年度末予定 相談員数 3      

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

人

人

人

3      

平成22年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

④その他

②研修参加支援 ○  国セン、京都府等が実施する研修会等への積極的な参加

③就労環境の向上


