
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 271004 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）

システム設定変更委託料、電話機設定変更工事費

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）
新ＰＩＯ－ＮＥＴシステム導入に伴う大阪市消費者セン
ター相談窓口3ヶ所を結ぶ大阪市独自のネットワーク構
築、相談員の増員(2名)に伴う回線の増設（１回線）

2,490            2,490                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 研修への参加支援 237               237                   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）

弁護士等派遣経費

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 専門的・高度な相談に応じられる体制を整える。 3,640            3,640                

⑫食品表示・安全機能強化事業 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。

1,060            1,060                講師謝礼、会場使用料、ポスター作成費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

ポスター作成費、広告料、情報紙発行費、パソコン用副教材作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
市内ＪＲ駅等へのＰＲポスター掲示。消費生活情報紙発行事業。
消費生活に関するパソコン用副教材の作成。来所者用テレビ・
ＤＶＤプレーヤー

30,131           30,131              

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談の体制強化 5,698            5,698                報酬、費用弁償

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）

弁護士等派遣経費、会場使用料、講師謝礼、ポスター・チラシ
作成費、イベント開催費、備品購入費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
専門相談会の実施、イベント会場における相談の実施、くらしの
ナビゲーターレベルアップ事業、巡回啓発事業、防犯カメラの設
置

32,916           32,916              

合計 - 76,172           76,172              -



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）
PIO-NETシステム以外のアプリケーションソフトで作られたデータ（ワードや写真）は国民生活センターのデータセンターでは保存できない。（入力した
ＰＣにのみ保存される）

（強化）
既存では入力保存した相談窓口のみでしか閲覧等が出来ないが３箇所の相談窓口をネットワークで結ぶことにより３箇所いずれで入力
保存したものも３箇所いずれの相談窓口でも閲覧等が出来るようになる。

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）

（既存） 職員のみの参加

相談員も 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 （国民生活センタ 消費生活相談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）
（強化）

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。（国民生活センター消費生活相談
員研修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、近弁連消費者保護委
員会1回1名、近畿電気通信消費者支援連絡会議1回1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士や専門家の派遣を受け、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。

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） 同種の事業は全くない

（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1,000枚、A3版7,000枚）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 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

（強化）
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）。小学校低学年向けの消費生活に関するＰＣ副教材の作成。貸出
用ビデオの来所者内容確認用ＤＶＤプレーヤー・テレビの購入。消費者啓発情報紙発行（1,028,000部×2回）

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） 相談員１６名体制

（強化） PIO-NET即時入力等による業務量増に伴う、相談員の増員（２名）。（４月～）

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） 大阪府多重債務者対策協議会

（強化）
多重債務相談の実施（昼間：1回3日間×3回、夜間1回5日間×3回）、賃貸住宅相談会の実施（1回3日間×4回）、イベント会場における消費生活相
談の実施（48回）、巡回啓発事業（年138回）

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

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2      2,880          人時間／年 5,698              

平成21年度の消費者行政予算 443,108       千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 23,638         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 419,470       千円

平成22年度の消費者行政予算 291,171       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 76,172         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 214 999 千円 前年度差 -204 471 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 214,999     千円 前年度差 -204,471   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21年度末 相談員総数 16    人 平成22年度末予定 相談員総数 18    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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 16    人 平成22年度末予定 相談員数 18    人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国・関係機関開催の研修参加のための旅費・参加費を支援

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 堺市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

271403

事業の概要

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

①消費生活相談に必要な図書を購入する。
②商品現物を持ってくる来所相談で、肉眼で確認できない場合
（繊維製品の不具合、食品混入物等）は、現状では対応できな
い。製品の不良、欠陥状態を高倍率のカメラを購入し、商品の状
況確認を行う。
また、パソコン、カラープリンターを購入し、高倍率カメラで得られ
たデータを保存、集積、プリントアウトを行い、企業への交渉資料
や消費者への説明資料を作成する。
③センター認知度向上看板作成
センターはビルの６階にあり、現状の案内板は６階部分の高所に
あり 現状の文字の大きさ 色合い（白地に黒文字）では その

①執務参考資料購入
参考図書20冊
②機材・事務用機器の設置
マイクロスコープ、ノートパソコン、カラープリンター

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）

あり、現状の文字の大きさ、色合い（白地に黒文字）では、その
所在が気づきにくい表示になっている。消費者安全法施行規則
により、消費生活センターの公示が定められ、センターの認知度
を向上させる意義があるため、より見やすい看板表示を掲示す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
事務室パーテーション新設、移設、備品購入
市民の相談時のプライバシーを守り、相談者と事業者を交えた
あっせん時の専用スペースを確保する。
⑤研修室、出前講座用事務用機器の購入
出前講座や研修室においてプロジェクターを使い、多数の聴講
者に説明し、理解度を高める機材として購入する。
屋外啓発活動用に、ワイヤレスアンプを購入する。
センター内の研修室、学習コーナー用にＤＶＤ機器を購入し、閲
覧用の配架用ＤＶＤソフトを視聴できるようにする。

8,670            8,670                

イク プ、ノ ト ソ ン、カラ プリンタ
③事務所の改修
ビル外部の表示板の改修
④事務所の改修
事務所内のレイアウト変更、窓口カウンター、テーブル、椅子の
購入
⑤機材・事務用機器の設置
プロジェクター、ワイヤレスアンプ、DVD機器2台

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）

219               219                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業
専門的知識、知見を有する弁護士、建築士、IT技術者等
を講師として、月１回程度の職場研修会を実施する。

600               600                   講師謝金、講師旅費　年12回

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員研修参加
相談員の専門的研修の参加機会の増を図る

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業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

①一般向け啓発冊子を作成し、啓発機会の増を図り、意
識の向上を図る。
②市民に身近な情報発信源である区役所で行われる区
民まつりで啓発活動を行う。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。
③消費生活センター内展示コーナーの整備を行う。
④啓発チラシを作成し全市内の消費者に配布を行う。
⑤消費生活センターに来所した市民が、閲覧や視聴する
ための図書、ＤＶＤソフトを購入し、多種多様な消費者問
題についての学習資料を充実する。
⑥地域住民の消費者問題についての意識を高めるた
め、市内3か所で自立支援のための講演会を実施し、各
区の地域では積極的に啓発講座を開催する。

10,935           10,788              

①広報コンテンツ購入、通信運搬費（①のコンテンツ発送用）
一般向け啓発冊子5,000冊
②広報資料作成・購入費
イベント配布用啓発グッズ28,000個
③コンテンツ作成費、事務用機器
閉所時用啓発パネル、配架台5台
④コンテンツ作成・購入費、委託料（④の全市内消費者配布経
費）　　　　　全市内の消費者配布用啓発チラシ385,000部
⑤教材購入費
市民向けDVDソフト25本、図書20冊
⑥講師謝金、会場借料、印刷製本費（講演会、講座案内の印
刷経費）、広報資料作成・購入費、啓発に必要な機材、講師旅
費、会議費（吊看板等の消耗品費）
講演会3回、講座96回、講座用パネル10枚

3,032            3,032                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業 苦情処理委員会を開催する　 777               777                   
委員手当、委員等旅費、会議費（食糧費、筆耕翻訳料、報告
書作成経費、報告書等送付経費）、報償費（原稿執筆料）、

⑭商品テスト強化事業

報酬、費用弁償、社会保険料（雇用主負担分）

⑰消費者行政活性化オリジナ 事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

相談員１名増員
複雑多様化する相談のため、相談時間が長時間化し、
PIO-NETへの相談情報入力作業に時間外勤務が増加し
ている。
消費者庁創設に伴う相談業務量の増加に対応するた
め、非常勤職員１名の増員をおこなう。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

24,233           24,086              

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）
21年度に基金を活用し、相談員執務用資料（消費者六法）を購入（①の関連）
ビル外壁に消費生活センターの場所を示す看板あり（③の関連）
相談場所に簡単な間仕切りのみあり（④の関連）

（強化）

①相談員の相談スキル向上のため、相談員用の消費生活関連図書を幅広く購入する。
②製品の不良、欠陥商品の相談で、肉眼で確認できないものを高倍率のカメラで拡大し、商品の状況確認を行うことで、事業者との交渉材料として活用できるようにな
る。また、パソコン、カラープリンターを用い、高倍率カメラで得られたデータを保存、集積、プリントアウトを行い、企業への交渉資料や消費者への説明資料が作成で
き、啓発資料作成（啓発パネル作成）にも活用する 。
③消費生活センターの場所を示すための看板表示を見やすく掲示しなおすことで、センターの所在を分かりやすくし、高齢者などの相談者が来所しやすい環境整備を
はかる。
④相談ブースのプライバシーが守られていない現状や、相談内容の事業者とのあっせん及び指導時のブースを確保するため、新たにパーテーションを新設する。ブー
スの設置に伴い、必要なテーブル、カウンターを購入し、相談環境の機能強化を図る。
⑤出前講座や研修室においてプロジェクターやＤＶＤ機器を使い、多数の聴講者に対する理解度を高める。屋外にて啓発活動を行う際にワイヤレスアンプを使い、広く
市民に周知を行う。また、センター内の学習コーナー用にＤＶＤ機器を設置し、閲覧用の配架用ＤＶＤソフトを視聴できるようにする。

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）

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） 国民生活センター研修（2泊3日）に年間3名参加している。

（強化） 同研修（2泊3日）を既存の3名に加えて、さらに相談員3名増の研修参加を行う。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化） 専門的知識を有する弁護士、建築士、IT技術者等の知識見識を得て、相談員の相談能力の向上をはかる。

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） 地域から出前講座の依頼があったものに対してのみ講座を開催している（⑥の関連）

（強化）

①一般向け啓発冊子（B5サイズで４０ページ程度）を作成し、啓発機会の増を図り、消費者の意識向上を図る。
②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。
③消費生活センターに平日だけでなく閉所時に来訪した相談者が利用できるよう、入口付近に掲示する啓発用パネルを作成する。ま
た、配架台を購入し、多種多様な啓発パンフレット類を系統別に見やすく整理し、市民の利用しやすい環境整備を行う。
④市民自らで被害にあわない対応ができるように、消費者啓発チラシ（A3、２つ折り）を作成し、全市内の消費者に配布を行う。
⑤消費生活センターに来所した市民が、閲覧や視聴するための図書、ＤＶＤソフトを購入し、多種多様な消費者問題についての学習
資料を充実する。
⑥各区の住民に向けて消費者問題についての意識を高めるため、市内3か所で 新の消費者問題をテーマとした講演会を開催し、地
域において講座の希望の掘り起こしを行い 講座を積極的に開催し 啓発の機会増を図る域において講座の希望の掘り起こしを行い、講座を積極的に開催し、啓発の機会増を図る。



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） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化）
消費生活相談のうち、法律の解釈が必要な問題や争点が多岐にわたり複雑化しているような問題など、高度な専門知識が必要な事案について、弁護士等の学識経験
者で組織された苦情処理委員会により解決を図る。１事案につき、委員３人で４回程度の委員会開催により解決を図る。平成２２年度は１事案の対応を予定。また委員
による事業所への調査を行う。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存） 相談員10名

（強化）
消費者ホットラインによる全国的な相談窓口ネットワークに参加し、消費生活条例制定やセンターの周知を行い、相談の新規掘り起こし
を行うことにより相談増が見込まれる対応として、非常勤職員1名の増員をおこなう。

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

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      1,300          人時間／年 3,032            人 千円

５．消費者行政予算について

1      1,300          人時間／年 3,032            

平成21年度の消費者行政予算 100,683         千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 21,212         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 79,471         千円

平成22年度の消費者行政予算 103,273         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 24,086         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 79,187         千円 前年度差 -284           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21年度末 相談員総数 10    人 平成22年度末予定 相談員総数 11    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

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 11    人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修（2泊3日）に既存の3名に3名増を加え、計6名とする

③就労環境の向上 ○ 相談員10名を11名とする。

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 岸和田市 自治体コード 272027 平成 22 年度

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

センターの機能強化のための改修工事 6,604            6,604                事務所の改修、機械・事務用機器の設置

消費生活相談窓口の機能強化のための備品購入 機材・事務用機器の設置

消費生活相談窓口の広報、周知の強化のための消費生活セン
ターニュースの全戸配布及びチラシ、冊子等の作成

消費生活センターに関する住民への周知に係る経費

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
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）

400               400                   

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）

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
消費者被害防止のための研修会等の開催 500               500                   講師謝金、会場借料

消費者への生活情報の収集・提供のための消費生活展等の開催 消費者団体である岸和田市消費生活研究会への委託料

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 - 7,504            7,504                -

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）

現在の相談コーナーは消費生活センター内の展示室の一隅に机を置き、パーテーションのないプライバシー保護の図れない状況で、
その環境も相談者にとって落ち着いて気持ちよく相談できる状況ではない。また、消費者団体の活動拠点として提供している部屋も、
調査・研究をするためには、薄暗く、衛生的でない環境である。

（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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

展示台を展示架や書架等に替えることによって、市民が効率的・効果的に情報を収集できるようにするとともに、相談コーナーのスペースを確保する。

（既存）

（強化）
消費生活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、センターニュースを作成、4回のうち２回を回覧ではなく、全戸
配布するとともに、チラシ、冊子等を作成する。

（既存）

（強化）

（既存） センターの展示室はチラシ等を平積みにして展示し、相談コーナーにも使用しているため狭小である。市民に対して展示物やチラシ等の情報を提供できる状況にない。

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）

相談者が安心して気持ちよく落ちついた状態で相談できる環境をつくる。併せて、センターを明るく快適で衛生的な環境に整備するこ
とによって相談が円滑に進めるように、また消費者団体が活発に活動できる環境をつくる。

消費者被害防止のため、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。
また、21年度に全戸配布を１回実施。

（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）

（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） 平成20年度までは近隣府県で開催される宿泊を伴わない研修や講座にのみ参加。

（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２回ずつ参加できるよ
う、旅費、研修費、教材費を支援。

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） 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） 既存の事業以外に高齢者等の消費者被害防止のため、老人会等を対象とした研修会の開催。

（既存） なし。

（強化） 消費者への生活情報の収集・提供のための消費生活展等を消費者団体である岸和田市消費生活研究会に委託して開催する。

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 21,059           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,629          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,430         千円

平成22年度の消費者行政予算 26,364           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,504          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 18 860 千円 前年度差 430 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,860       千円 前年度差 430           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

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

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

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等での研修参加支援。相談員３名×２回分。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 豊中市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27045

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談ブースの増設及び録音装置の設置 9,460 9,460
改修工事費(ブース設置、漏音防止、空調及び防炎対応）及び
器具購入費(録音装置)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

750 750

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）

報酬、費用弁償、社会保険料(自治体負担分)

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） 相談員養成のための実務研修の参加支援

360 360

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

費用弁償、旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活相談窓口高度化研修の実施 200 200 謝礼金

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） 国民生活センター研修への参加支援

300 300

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）

講師謝礼金、印刷製本費（ちらし）、需用費(配布資料経費)

⑬消費者教育・啓発活性化事業
若年層向出前講座、消費者教育教材作成、消費者教育
副読本(小学校・中学校）発刊及び対象別啓発パンフレッ
トの作成配布

4,550 4,550
出前講座(委託料）、教材作成(委託料)、副読本改定原稿作成
（委託料、需用費）、パンフレット作成(印刷製本費、通信運搬
費)

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全分野関係啓発事業の実施

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

15,620           15,620              

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） 消費生活相談窓口を設置し対応している。

（強化）
プライバシーの守れる相談ブースを2室増設し、今般の多様化し、錯綜する相談に対応するとともに、録音装置を設置し正確な聴き取り
を行い相談対応に資するもの。

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） 既存事業なし。

（強化） 相談員養成のための実務研修の参加支援（１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）

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(1人)及び大阪府への研修参加旅費を支援している。

（強化） 今回、国セン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。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 消費者行政活性化基金により平成21年度から専門家を講師に研修を実施し、高度な相談に対応している。

（強化） 平成22年度も引き続き、同事業により研修を実施し、高度な相談に対応することとしている。（強化） 平成22年度も引き続き、同事業により研修を実施し、高度な相談に対応することとしている。

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） 既存事業なし。

（強化） 消費者月間行事に専門家を講師に食品衛生関係啓発（セミナー）事業の実施し、食品表示・安全分野対応力強化を図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
若年層向出前講座及び消費者啓発資料の全戸配布を行い、消費者教育を促進し、自立した消費者の育成を図るとともに、消費者被
害の未然防止を図る。(21年度活性化基金事業)　消費者教育副読本（小学校・中学校）の印刷発行（増刷）。

（強化）
若年層向出前講座(21年度基金事業の継続)の実施。学校向け消費教育教材の作成。現行消費者教育副読本(中学校）は内容が古く
現状に適応し切れていないため廃刊し、新たに原稿を作成(委託)し新規発刊する。対象別啓発パンフレットの作成配布を行う。これら
により消費者教育を促進し、自立した消費者の育成を図るとともに、消費者被害の未然防止を図る。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 66,751           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,084          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 59,667         千円

平成22年度の消費者行政予算 76,048           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,620         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 60,428         千円 前年度差 761             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 60,428       千円 前年度差 761           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21年度末 相談員総数 7      人 平成22年度末予定 相談員総数 7      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 7      人 平成22年度末予定 相談員数 7      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 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

③就労環境の向上 ○
活性化事業のセンター強化事業で、相談ブースの増設、通話録音機器の設置に
より、就労環境の向上を図る。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 池田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272043

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター改修工事 5,000            5,000                相談ブースの設置・床上げ工事・個別エアコンの設置等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

200               200                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修会参加旅費・研修会参加負担金

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 600               600                   顧問弁護士契約

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） 相談員の研修会参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

5,800            5,800                -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）
相談スペースが狭く、相談者が重なるとプライバシーの確保もできない。また建物の集中管理による空調設備の老朽化に伴い相談環
境が悪化している。事務所内の配線が非常に多いため、足元が危険で事務机や相談スペースの配置も非効率的である。

（強化）
相談ブースを設置し、相談者のプライバシーを保護する。個別エアコンの設置により、快適な環境で相談者を迎え相談を行う。床上げ
工事により配線をなくし、相談者の事故を未然に防ぐと共に、スペースの有効活用を図り相談ブースの配置に自由度を増す。

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） 府主催研修会参加支援、国民生活センター主催の研修会参加支援（宿泊を伴わない研修）

（強化） 国民生活センター主催の相模原での研修（３日間)を3名の相談員が参加する

（既存）
⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 20年度までは未対応であったが、21年度より弁護士と顧問弁護士契約を締結し、相談員に対し法律相談を行う

（強化） 引き続き弁護士と顧問弁護士契約を締結し、相談員に対し法律相談を行う

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 13,132           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,300          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,832         千円

平成22年度の消費者行政予算 17,049           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,800          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,249 千円 前年度差 -583 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,249       千円 前年度差 583         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21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の相談員研修（３日間）を３名受講する

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 吹田市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272051

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 施設のバリアフリー化、インターネット検索用パソコン等 1,631            1,631                事務所の改修経費、機材・事務用機器の設置経費等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

232               232                   

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）

研修参加に必要な旅費・研修費・教材費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 顧問弁護士 630               630                   顧問弁護士契約委託料

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） 国セン研修等参加支援

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
①講座用プロジェクター及びパソコン、消費生活サポー
ター養成講座②消費者相談パンフ、転入者用かわらばん

4,229            4,229                
①講座用機器購入費、講座開催委託料等　②パンフの印刷経
費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

6 722 6 722

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 6,722           6,722              -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） インターネット検索用PC１台、プリンター

（強化）
相談に迅速に対応できるよう検索用PC（別に回線工事要）とﾌﾟﾘﾝﾀｰ、電話録音装置等を設置。相談者の転倒防止のため床を滑りにく
い材質のタイルに交換。

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） 国センの専門・事例講座に年間１人参加させている（市の研修予算の範囲内）

（強化） 国センの専門・事例講座に他の５人についても参加させる

な
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） なし

（強化） 相談員が高度な相談を受けたときに顧問弁護士から電話等で適時アドバイスをうける　　月額52500円×１２月

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なし（機材等が必要なときは他課から借用）　②悪質商法等の啓発用自治会向け回覧ちらし（年４回発行）　自治会回覧部数１回１１，

部（強化） ①消費の基礎知識を学ぶ消費生活サポーター講座の開催と講座に使用するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰとPCを設置　②上記のちらしを転入者用の分
も作成す 消費生活 案内パ トを作成す

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 27,495           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 27,495         千円

平成22年度の消費者行政予算 33,565           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,722          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 26,843       千円 前年度差 -652         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 26,843       千円 前年度差 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

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 6      人 平成22年度末予定 相談員総数 6      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 6      人 平成22年度末予定 相談員数 6      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 研修参加に対して積極的な支援を行う。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 泉大津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272060

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,013 1,013

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

報酬、費用弁償

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 非常勤相談員１名を新規採用、相談員２名を週２日から３日

1,013            1,013                

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）

（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）

（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） 非常勤相談員２名

（強化） 平成２２年４月１日より非常勤相談員１名を新規採用、相談員１名を週２日から３日勤務へ

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      456             人時間／年 1,013              

平成21年度の消費者行政予算 4,708            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,093          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,615          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,667            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,013          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 2,654        千円 前年度差 39              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,654        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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      人

うち常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

うち委託先職員等の相談員 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

①報酬の向上 ○ 月額報酬を２．５％程度向上（２１年度から実施）

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 非常勤相談員１名増員、



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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 高槻市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27051

事業の概要

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

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周知等・プライバシー保護のため相談ブースの改装 2,200            2,200                
市バス車内や駅構内に周知用ポスターの掲示及び地域へ出
向いての相談会の実施（相談資料や相談内容の保存、または
情報検索用としてノートパソコンの購入）・相談ブースの改装

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

245               245                   

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

近隣市研修会参加旅費及び国民生活センター宿泊研修会参
加旅費・研修会負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター及び府開催の研修会に参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,989            2,989                
パンフレットの全戸配布（印刷料及び全戸配布委託料）、訪問販売お
断りシールの配布（印刷費）、大規模講演会の開催（講師料、会場使
用料、案内チラシ印刷費、看板作成費等）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

6 191 6 191

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 消費生活専門相談会の実施 757               757                   弁護士同席で、相談の研修として位置づけ相談会を実施する。

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）

合計 6,191           6,191              -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） 広報紙などによる周知・相談ブースはあるが、プライバシー保護に関しては不十分

（強化） 市バス車内（５０台、１か月を２回）や駅構内（３駅計８か所、８週間）に周知用ポスターの掲示及び地域へ出向いての相談会の実施・相談ブースの改装を実施

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） 国民生活センター開催研修会に１名参加

（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

（既存） 研修を兼ねた弁護士による相談会は未実施
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 研修を兼ねた弁護士による相談会は未実施

（強化） 消費生活に関する弁護士相談会（月2回･半日）を相談員の研修も兼ねて実施

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） 講座・講演会などでパンフレットを配布、大規模講演会開催の実績はない

（強化）
啓発パンフレットの全戸配布(１５万世帯）、高槻市民を対象に消費生活に関する情報提供を目的に大規模講演会（３００人規模）の実
施、門扉等に貼付する訪問販売お断りシールを１万枚作成し、市関係機関や講座、講演会にて配布する。

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）

（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） 無し

（強化） 相談の研修として位置づけ、弁護士同席での消費生活専門相談会を実施

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

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

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 21,899           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,899         千円

平成22年度の消費者行政予算 24,788           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,191          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 18,597 千円 前年度差 -1,302 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 18,597       千円 前年度差 1,302       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21年度末 相談員総数 4      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 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数 5      

相談員総数 5      人

相談員数

相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人

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

人

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

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

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）

ﾃﾞｼﾞｶﾒ、ﾊﾟｿｺﾝ及びﾌﾟﾘﾝﾀ購入

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） 消費生活センター機能強化 160               160                   

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 27208 平成 22都道府県名 大阪府 市町村名 貝塚市

合計 - 2,400            2,400                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

消費者啓発用品購入費（訪問販売お断りシール）

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） 警察との連携事業の実施 768               768                   

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

小学校ＰＴＡ・中学生向け啓発資料購入費、新成人向け啓発
資料の購入並びに配布経費及び市民を対象とした商品（消
費）テストを実施している公設機関や企業への見学会経費と報
告書・啓発チラシ作成費等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
小中学校及び青年層を対象とした消費者教育及び市民
向け啓発活動の実施

1,340            1,340                

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） 行政職員・相談員研修参加支援（２回） 132               132                   旅費・研修参加費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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） 国民生活センターへの研修参加を支援（毎年１名の相談員）

（強化） 国民生活センター及びその他のセンター等で実施する研修への参加を支援（行政職員・相談員）

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） ﾃﾞｼﾞｶﾒなし。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専用ﾊﾟｿｺﾝを相談ｺｰﾅｰﾌﾞｰｽに設置しているが、多重債務相談用ﾌﾞｰｽは手書きにて対応。

（強化） ﾃﾞｼﾞｶﾒ購入及び多重債務相談用ﾌﾞｰｽにﾊﾟｿｺﾝ及びプリンタを購入。

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） 無

（強化）
消費者啓発用品（訪問販売お断りシール　貝塚市消費者相談ｺｰﾅｰと貝塚警察署の連名）を作成し、全戸配布を実施するとともに、警
察と共同で市内数か所にてシールを配布し啓発を行なう。

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）
消費者相談コーナーにて消費者啓発資料を作成し、全戸配布を実施。21年度は当基金事業で小学校ＰＴＡ、中学生向け消費者トラブ
ル回避マニュアルを購入し、消費生活講座または授業等で啓発を行なう。

（強化）
21年度基金事業を継続するとともに、新規事業として新成人向け消費者教育マニュアルを購入し、対象者に送付し啓発を行なう。ま
た、市民を対象とした商品（消費）テストを実施している公設機関や企業への見学会を消費者相談ｺｰﾅｰが主催で実施し、市民の消費
者の意識の向上と啓発を図る。

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）



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）

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）

４． 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

-537           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,381         千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,400          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 13,918         千円

平成22年度の消費者行政予算 15,781           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             千円

平成21年度の消費者行政予算 14,868           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



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その他のセンター等で実施する研修への参加を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

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

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

相談員総数 3      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



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 守口市 自治体コード都道府県名 大阪府 272094 平成

対象経費

22 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）
消費生活センタｰの機能強化及び充実を図るため、機
材・事務用機器を設置をする。

2,613            2,613                

デスクトップ176,610円、ノートパソコン３台504,000円、液晶テレビ
361,200円、テレビ台25,200円、ビデオ126,000円、プリンタ－184,632
円、デジタルカメラ39,480円、ＦＡＸ334,320円、ＦＡＸトナ－（4）68,000
円、スキャナ292,320円－、シュッレダ－292,320円、マイクロソフト
28,560円、パンフレットスタンド3台180,684円

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

124               124                   

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・行政職員等研修講座への参加123,660円

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）
消費者行政に従事する者のレベルアップを図るため、研
修への参加支援を行う。

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）

106               106                   

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、出前講座及び研修会を
実施する。

1,754            1,754                

プロジェクタ－376,320円、スクリ－ン60,900円、ノートパソコン309,330
円、ＳＤカ－ド9,450円、ピン型マイク2個63,840円、ワイアレスアンプ
194,040円、講師謝金、講師旅費、会場賃借料220,000円、リーダ－ク
ラブ講座2回440,000円、啓発グッズ＠75円×1,000本×1.05＝80,000
円

⑫食品表示・安全機能強化事業

ＵＳＢマイクロスコ－プ105,840円

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業
消費者相談に係る製品関連事故等に関する原因究明を
行うための機器を購入する。

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

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）

4,597            4,597                -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） パソコン等で日々の事業に対応しているが、現状では迅速な市民対応に支障をきたしている。

（強化）
基金を活用することにより、新たにパソコン４台、テレビ、プリンタ－、パンフレットスタンド等を購入することにより、市民及び消費者団体
への対応も含め、消費者行政の機能を拡充する。

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）

（既存） 消費生活相談員研修・専門事例講座への参加支援を行っている。

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）

消費者行政に従事する者のレベルアップを図るため、基金を活用することにより更に研修参加への支援を行う（消費生活相談員・行政
職員等研修講座への参加支援3回分）

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・・・パンフレット等による説明。　研修会の開催・・・予算上実施が困難な状況

（強化） 出前講座・・・プロジェクタ－、スクリ－ン、ノ－ト型パソコンを活用。　研修会の開催・・・有職者による研修会の開催

⑭商品テスト強化事業
（既存） 消費者から寄せられた製品関連事故等の対応については、一定限界があった。

（強化） マイクロスコ－プを購入することにより、製品関連事故等に関する原因究明に対応していきたい。

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 費者行政 ジ 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）



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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 55,946           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 55,946         千円

平成22年度の消費者行政予算 59,715           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,597          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 55,118       千円 前年度差 -828         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 55,118       千円 前年度差 828         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

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

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

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員・行政職員等研修講座への参加支援（3回分）

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 枚方市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27210

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

情報収集・発信のために事務所研修室内に薄型大型テ
レビ及び録画機器等を設置、執務参考資料を購入、地域
ケーブルＴＶによるＣＭ放送、公共交通機関でのポスター
広告

5,000            5,000                
備品購入費（TV、DVDデッキ、ポータブルアンプ、啓発ＤＶＤ、
書籍等）、制作費、放送料、印刷製本費、広告料

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

500               500                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
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

500               500                   講師謝金、講師旅費、教材購入、書籍

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

研修参加支援（旅費、参加負担金）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 建築士等への相談 500               500                   委託料、講師謝金、講師旅費

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） 相談員の国民生活センター主催研修などへの参加支援

1,000 1,000

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）

講師謝金、チラシ作成費、消耗品等（講演会での実演などで
発生する教材購入）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

講座用教材の作成・購入、地域啓発リーダーへの啓発活
動教材の提供。ポスター・パネル展示等による啓発
地域ケーブルＴＶによる啓発番組の制作・放送。啓発ＤＶ
Ｄの作成。ホームページでの動画配信

6,500            6,500                
備品、書籍、消耗品(講座用教材としてのパンフレットやＤＶＤ
など)、印刷製本費
制作費、放送料

⑫食品表示・安全機能強化事業
食品表示等に関する有知識者による講演会開催（年２
回）、啓発用教材の作成・購入

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

14 000 14 000

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）

-合計 - 14,000          14,000            -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） 小型テレビデオで少人数の講座等のみに活用。センターのＣＭ等はなし

（強化）
薄型大型ＴＶ、録画機器等を設置し、研修室で行う大人数の講座等に活用すると共に、貸出用のＤＶＤ等の充実を図り情報発信機能
を強化する。また、地域ケーブルＴＶによるＣＭ放送や公共交通機関等でのポスター掲示によりセンターに対する市民への周知を図
る。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

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） 相談員を対象とした研修開催の実績なし

（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。

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（1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、また、その他公的機関
が実施する研修等への参加支援（旅費・負担金）で、相談員の力量強化を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 建築士や司法書士の活用なし

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 建築 や司法書 活用な

（強化） 相談員が一級建築士、司法書士等へ助言を求められるよう相談委託や講師派遣等を行い、高度化する相談の対応を強
化する

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） 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。食品表示・安全に関する啓発用教材なし

（強化）
食品表示・安全分野に係る有知識者による講演会開催や、食品表示・安全に関する配布リーフレットや貸出ＤＶＤを備えることにより消
費者への啓発強化を図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 備付けの講座用教材は特になし。地域啓発リーダーへはセンターが印刷した啓発紙のみ配布。ケーブルＴＶ等の活用実績なし

（強化）

国民生活センター等が作成している講座用教材（啓発用ＤＶＤなどの備品）や配布用資料（パンフレット等の消耗品）を備えることで講
座等の充実を図る。また地域で活動していただく地域啓発リーダー（養成講座受講者）に対し、情報冊子の提供を行うことで地域啓発
の強化を図る。地域ケーブルＴＶを活用して、センターの活動内容、食品表示に関する情報、相談事例をもとにした啓発を放送するとと
もに、放送内容を啓発用ＤＶＤとして活用しながら、ホームページでの動画配信を行うことで消費者行政の活性化を図る。

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）
（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 37,741           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,220          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 31,521         千円

平成22年度の消費者行政予算 47,143           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,000         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 33,143         千円 前年度差 1,622          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 平成21年度末 相談員総数 5      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 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数 6      

相談員総数 6      人

相談員数

相談員数 -      人

-      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等の研修への参加支援（旅費、参加負担金）

人

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

都道府県名 大阪府 市町村名 茨木市 自治体コード 272116 平成

対象経費

22 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） 消費生活センターの相談窓口の案内及びセンター周知 770               770                   電子看板(360,000＊1）、センター周知用シャーペン(57＊5,000)、クリヤーホルダー(25*5,000)

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

312               312                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費（312,000）

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研修参加支援（５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 消費者講演会及び出前講座等に活用 2,460            2,460                

消費者講演会(報償費500,000・役務費40,000・施設使用料60,000)、く
らしの豆知識の購入(260*2,500)、リーフレット(30*30,000)ボイスレコー
ダ(20,000*3)、スクリーン(80,000*1)、マルチプロダクションカメラ
(170,000*1)

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,542            3,542                

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） 電子看板の購入はしていなかった。シャーペン（昨年は鉛筆）・クリヤーホルダーは昨年度から消費者活性化事業で購入しています。

（強化） 相談コーナーに電子看板の設置、センター周知のための名入りシャーペン・クリヤーホルダーの購入等前年拡充分

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） 昨年度から消費者活性化事業で参加しています。府主催等の自主研修は、市予算では参加機会が少ない。

（強化） 国民生活センター開催の研修に参加支援。府主催等の自主研修に参加支援。

（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）
消費者講演会、啓発用リーフレット、啓発用備品購入はしておりません。くらしの豆知識は毎年、市予算で2,000冊購入し、さらに昨年度から活性化事業で2,500冊追加
購入しています。

（強化）
消費者講演会(秋期開催予定・対象約300人・仮題「気をつけよう！消費者トラブル」・講師未定（消費者問題に詳しい著名人））、啓発用リーフレット・くらしの豆知識の追
加購入(2,500冊)、啓発用備品購入(ボイスレコーダ・スクリーン・マルチプロダクションカメラ)

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）（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 29,638           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,126          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 26,512         千円

平成22年度の消費者行政予算 26,336           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,542          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 22 794 千円 前年度差 -3 718 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 22,794       千円 前年度差 -3,718       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21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 5      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター、府主催等の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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 八尾市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272124

事業の概要

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

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のための環境整備             3,528                 3,528

事務用機器・備品等、消費生活センターの広報用グッズ及び
消耗品等
消耗品内訳：センター周知用粗品（タオル、マグネット、カード
類（センター周知用名刺サイズのカード発注費及び追加で印
刷するための予備カード購入費など）、その他関係書籍購入費
等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）
④消費 活相談 ッ 事業（新設）

               362                    362

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費、研修費、教材費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業
消費生活相談処理にかかる弁護士等への相談及び専門
研修講師派遣委託

               630                    630 弁護士等委託契約料

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） 相談員の研修参加、自主研修・発表会等への参加支援

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動             3,065                 3,065
悪質商法などの消費者被害を防止するための啓発活動用物
品の購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
消費者被害防止のための地域連携会議及び研修会を年
2回開催

               412                    412

消費者被害防止のための地域連携会議及び研修会を年2回
開催（消費者団体に委託予定）
対象経費：研修会講師謝礼及び旅費、会場借上料、会議費
（賄費）及び資料及び冊子等作成費（消耗品費）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

            7,997                 7,997

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）
個人情報保全のための機材、イベント等で使用するための機材、その他消費生活センターの機能に関連する機材等が不足している。
また消費生活センターの認知度が低く、市民への広報活動が必要となっている。

（強化）
事務用機器（通話録音装置、カラープリンター等）の整備及び個人情報保全装置（ノートパソコンセキュリティーキット、鍵付きレター
ケース等）を配備し、関係書籍等を購入することでセンター機能を強化するとともに、消費生活センターの広報活動のための啓発グッズ
（啓発用ミニタオルやマグネット等）を購入する。

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 ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（ 修参加支援）

（既存） 国民生活センター等の研修に、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。

国民生活 タ 等 研修に 行政職員及び相談員等が合計 回参加するとともに 自主参加研修（自己啓発）にも年 回参加 きる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）

国民生活センター等の研修に、行政職員及び相談員等が合計8回参加するとともに、自主参加研修（自己啓発）にも年12回参加できる
よう旅費を支給。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 専門的知識を必要とする相談事例については、専門家を紹介することで消費生活センターの処理を終了する。

（強化）
専門的知識を必要とする相談事例について、弁護士等と委託契約を結び、専門家の指示を仰ぎながら引き続き消費生活センターで対
応する。

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） 啓発活動のための消耗品・教材等については、予算の範囲内で執行する。

（強化） 啓発用パンフレットやパネル等を新たに作成し、啓発用DVDなどの教材を充実させ、啓発活動を活性化する。

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）

（強化）

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）
消費者被害防止のための連携会議及び研修会を年2回程度開催する。会議の開催事務は消費者団体等に委託し、講師謝礼及び旅
費（ 万円 人 回） 会場借上料（ 万円 回）及び需用費（ 円（賄費 消耗品費（パ ト等））相当分を委託料として支

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化） 費（3万円×5人×2回）、会場借上料（5万円×2回）及び需用費（12,000円（賄費・消耗品費（パンフレット等））相当分を委託料として支

払う。



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

年間実地研修受入総日数 -      人日

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

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 18,756           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,684          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,072         千円

平成22年度の消費者行政予算 21,079           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,997          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 13,082       千円 前年度差 -2,990       千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,082       千円 前年度差 2,990       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

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

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

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

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

①報酬の向上 ○ 時給増額（1,333円→1,526円）Ｈ22.4月～

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

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 泉佐野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27213

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター周知活動、機能強化。 2,007            2,007                センター機能強化機材、センター周知グッズ・チラシ等購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

50                 50                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修旅費

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） 相談員の研修参加支援

175               175                   

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）

食品安全に関するチラシ購入・講座開催

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。 1,408            1,408                
啓発・講座資料・機材、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で行う。啓発パン
フスタンドの配付パンフは基本的にこれを設置する）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品安全に関するチラシ購入・講座開催

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

3,640            3,640                

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） 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により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。
機能強化機材等：相談員用パソコン2名分480,000、データ保存ハードディスク21、相談用録音装置付電話機357、録音用ＳＤカード2、
相談員用ＵＳＢメモリ5名分9、相談用ＩＣレコーダ14、相談室用ブラインド40、啓発用簡易パーテーション17、センター情報発信用電啓
発モニタ500

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） 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。

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50 （参加回数32回 大阪府消費生活Ｃ基準⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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50　（参加回数32回、大阪府消費生活Ｃ基準、
のべ32名。他府県等への参加希望あれば回数調整により対応）

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） なし

（強化） 食品安全に関する啓発講座の開催、チラシ等により啓発を行う。啓発用品：啓発パンフ99、映発ＤＶＤ70、啓発図書6

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）

消費者啓発広報強化のため市内に設置したパンフレットスタンドで定期的な情報発信を行う。講座用機材、パンフ・用紙等を購入。
啓発講座：啓発講座講師謝金72、講座開催時一時保育6、講座会場使用料10、啓発講座用ＤＶＤ69
啓発活動：啓発パンフ購入分975、啓発チラシ自主作成用紙代194、啓発チラシ印刷用プリンタインク44、輪転機用マスタ6、輪転機用インク13
啓発図書：啓発展示図書１９

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）

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

年間実地研修受入総日数 -      人日

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

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 24,620           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 16,968         千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,652          千円

平成22年度の消費者行政予算 11,486           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,640          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） 象外経費 千 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,846          千円 前年度差 194             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21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 5      人

うち常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 5      人 平成22年度末予定 相談員数 5      人

うち委託先職員等の相談員 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

①報酬の向上

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。
センター改修による就労環境の向上。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 富田林市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272141

事業の概要

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

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） 参考資料及び備品等の購入により相談室を拡充 236               236                   参考資料及びパンフレットスタンド等の備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

122               122                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参加費（研修費）及び旅費

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） 研修参加費（研修費）及び旅費

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 出前講座の実施に伴う経費及び訪問販売お断りシール作成費 616               616                   会場借上げ料、講師謝礼、シール作成費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

974 974

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 974             974                 -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） 参考図書類が若干数しかなく相談を受けるには不十分となっている。また、パンフレットスタンド等がない。

（強化） 相談室の参考資料(消費者六法等）及び備品（パンフレットスタンド、FAX兼プリンター）購入し、相談窓口を強化する。

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） 自費で参加。

修 修 支
⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（強化） 相談員の研修に伴う参加費（研修費）及び旅費を支援し、相談員のレベルｱｯﾌﾟを図る。

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） 21年度に引続き出前講座の実施及び訪問販売お断りシールの作成。弁護士による講座の実施（対象：全市民　内容：消費生活に関する法律）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 3,253            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,494          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,759          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,735            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 974             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 1,761          千円 前年度差 2                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

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

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

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 参加費（研修費）及び旅費の支援

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 寝屋川市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272159

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 施設機能及び相談窓口機能の充実 7,519            7,519                相談用ﾌﾞｰｽ設置、天井張替え・ﾄｲﾚ改修、防犯ｼｬｯﾀｰ等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

164               164                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

国民生活ｾﾝﾀｰ主催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

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 消費者啓発の充実 1,281            1,281                啓発冊子の作成・全戸配布

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

8,964            8,964                -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） 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と個人情報の保護（ｶｳﾝﾀｰ、相談用机・椅子、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ）を図る。

（強化） 相談窓口ｽﾍﾟｰｽの確保（ﾌﾞｰｽ設置）及び施設機能の充実（防音壁ｸﾛｽ・天井張替え、防犯ｼｬｯﾀｰ）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）

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） 国民生活ｾﾝﾀｰ主催相談員研修等参加（2人）

（強化） 国民生活ｾﾝﾀｰ主催相談員研修等参加（4人）（強化） 国民生活ｾﾝﾀｰ主催相談員研修等参加（4人）

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） 出前講座の充実（ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ購入）を図る。

（強化） 消費者啓発の充実（啓発冊子の作成と全戸配布）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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 20,745           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,120          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 17,625         千円

平成22年度の消費者行政予算 28,220           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,964          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 19 256 千円 前年度差 1 631 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 19,256       千円 前年度差 1,631        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21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      人

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

①報酬の向上

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）

22 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

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272167

事業の概要

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

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）

281 281

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）

自治体参加型 非常勤職員の報酬、費用弁償（旅費）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
と事務能力向上を図るため 非常勤職員を府の実施する

281             281                 

64                 64                    

自治体参加型　非常勤職員の報酬、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）
と事務能力向上を図るため、非常勤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。

参加必要な旅費、受講料

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）

○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事務
能力向上（レベルアップ）を図るため、非常勤嘱託職員を
国民生活センターの実施する研修事業(２回)に各１名を
参加させる。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

345               345                   -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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存） 大阪府による平成21年度からの新規事業であり、過去実施なし（平成21年度は1名参加）。

（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、非常勤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。

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 ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 平成21年度までは、消費生活相談事業を委託実施していたため、当該研修事業（国民生活センター実施の研修）への参加（派遣）実績

平成 年度 ら 消費生活相談窓 相談等 従事す 者を非常勤嘱 職員と 直接雇用す が 者 事務能力向上（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）

平成22年度から、消費生活相談窓口で相談等に従事する者を非常勤嘱託職員として直接雇用するが、その者の事務能力向上（レベ
ルアップ）を図るため、国民生活センターの実施する研修事業(２回)に各１名を参加させる。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 11,203           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,332          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,871          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,163            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 345             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8 818 千円 前年度差 947 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,818        千円 前年度差 947           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21年度末 相談員総数 5      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      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

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 相談員数 4      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 5      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

①報酬の向上

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、非常勤職員を府の実施する相談員養成事業（研修）、及び国民生活センター
の実施する研修事業（2回）に各1名を参加させる。

③就労環境の向上 ○
平成22年度から、相談業務に従事する者を、非常勤嘱託職員として直接雇用（従
前は相談等業務を委託実施）することにより、身分・収入の安定を図り、有給休暇
の付与など、相談業務に従事する者の処遇改善を図る。

④その他④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 松原市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272175

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） デジタルカメラ・プリンター設置 102               102                   事務機器の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

203               203                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

旅費、研修費

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、行政職員の国民生活センター（相模原・ブロック
内・府内・養成基礎）、消費者庁等開催の研修への参加
支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 「くらしの豆知識」希望世帯配布 164               164                   「くらしの豆知識」に係る印刷製本費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

469               469                   

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） 必要時借受

（強化） デジタルカメラ・プリンター設置

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） 相談員、行政職員の国民生活センター府内（2日×1人）、大阪府等研修（のべ10人）への参加支援

（強化）
相談員、行政職員の国民生活センター相模原（2日×2人）、ブロック内（2日×2人）、府内（2日×2人）、養成基礎（10日×1人）、
消費者庁等研修（3日×7人）への参加支援

（強化）
消費者庁等研修（3日×7人）への参加支援

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） 「くらしの豆知識」希望世帯配布（本庁にて、400部配布）

（強化） 「くらしの豆知識」希望世帯配布（本庁に加え市内図書館８館において、1,000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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 8,371            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,839          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,532          千円

平成22年度の消費者行政予算 5,221            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 469             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 4 752 千円 前年度差 220 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,752        千円 前年度差 220           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

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

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

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○
相談員、行政職員の国民生活センター相模原（2日×2人）、ブロック内（2日×2
人）、府内（2日×2人）、養成基礎（10日×1人）、消費者庁等研修（3日×7人）
への参加支援

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 大東市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27066

事業の概要

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

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 1,845 1,845
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
購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

191 191

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 専属弁護士の委託契約 630 630 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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育・啓発活動・パンフレット作成・啓発物品 1,447 1,447
消費者リーダー養成講座委託料、印刷製本費、会場使用料、啓発物
品

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

4,113            4,113                

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）
現在は、他課との共有の会議室となっている。21年度は備品の配置上、パーテーション扉を1箇所開き扉から引き戸へと改修した。現在もなお、セン
ターの所管課である生活安全課とセンターとパーテーションで仕切らており、共有の会議室もセンターの前でパーテーションで仕切られている。よっ
て、課の入り口からはセンターが奥まった状態でわかりにくい。

（強化）
パーテーションを改修・造作工事することで、センターと専用相談スペースを拡張し、市民にセンター窓口の場所をわかりやすくする。また市民がビデ
オやパンフレットを閲覧できるスペースを作る。多人数での相談に応じれるように、会議テーブルと会議椅子の購入。閲覧スペースにロビーチェアーと
閲覧用のパンフレットスタンドの購入。ロビースペースと相談室との間に稼働のパネルを購入して、間仕切りとし、その用途に応じて空間を調整する。

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） 研修参加支援は平成２１年７月より実施。

（強化） 相談員に対して、国民生活センター（相模原）での研修参加及び、国民生活センターの地方開催研修参加支援。

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平成２１年７月より実施。

（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。

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） 平成２１年度は、６月補正後に７回の啓発講座と出前講座を７回実施。啓発用パンフレット作成・啓発物品の購入

（強化）

将来、消費者のリーダーとなって活動を行える人材を育成するための「消費者リーダー養成講座（年間２０回を予定）」を委託事業として実施。市民の
消費生活に関する知識のボトムアップを図るため、教材として「くらしの豆知識」の購入。くらしのリーダー養成講座修了者に対し、修了証を発行するた
めの消耗品（修了証原紙・印刷等）。また、市民に消費生活センターの存在と被害情報を知ってもらうために、オリジナルパンフレットを作成し、全戸に
配布。リーダー養成講座の会場借上げ料。啓発物品として花のタネ（センターの案内および被害にあわないための「あいうえお」を印刷）を購入し、
キャンペーン等で配布。

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 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

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

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 9,514            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,800          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,714          千円

平成22年度の消費者行政予算 10,827           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,113          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 6 714 千円 前年度差 - 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,714        千円 前年度差 -               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 4      人

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 相談員数 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

うち委託先職員等の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 4      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

機材・事務用機器の設置、消費生活センターに関する住民へ
の周知に係る経費
参考図書購入費

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）

センターに直通電話やインターネットが可能なパソコン、
書庫、パーテーションなどを設置する。
相談に関する参考資料を購入する。
センター周知のため、事業内容を掲載したポスターやパ
ンフレットなどを作成する。

            1,700                 1,700

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 272191 平成 22都道府県名 大阪府 市町村名 和泉市

合計 -            16,211               16,211 -

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 勤務日数・時間を拡大する。             4,014                 4,014
消費者行政担当者（常勤職員を除く）の勤務時間及び勤務日
数の拡大に係る経費（報酬費、共済費、費用弁償費）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

広報資料・コンテンツ作成・購入費、教材・パンフレット・広報資
料等の作成・充実

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発シールを作成し、広報にセットして配布する。
出前講座用DVDの購入や啓発パンフレットなどを作成す
る。

            9,297                 9,297

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）

専門的知識を有する者を活用するために必要な講師謝金

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 顧問弁護士を活用し、専門的な相談への対応力を強化する。             1,200                 1,200

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）

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）

（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）

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） センター専用の機材もなく、図書も十分ではない

（強化）

センターに直通電話を設置し、相談件数の増加につなげ、インターネットが可能なパソコンを設置し、業者のホームページや有害サイトを閲覧して各
相談内容に対する判断を行う。ファックス、プリンタ、コピー機を設置、書庫やパーテションなどを増設し、センターの拡充を図るとともに、事業内容を掲
載したポスターやパンフレットなどを作成し、センターの周知を図り、相談件数増加につなげる。
相談に関する参考資料を購入し、相談の幅を広げる。

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） 勤務日数は週2日（2人）、3日（1人）、相談時間は10時～16時

（強化）
消費者庁創設に伴い増加が見込まれる相談業務や事務に対して勤務日数・時間を拡大し、対応する。人数については3人のままですが、勤務日数は週2日（2人）、3日
（1人）から週4日に変更、それに伴い1日の配置体制が1人から2人または3人に変更、相談時間は10時～16時から9時～17時15分に変更し拡充しています。

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） 消費者月間に街頭にて消費者啓発キャンペーン（ティッシュ配布）、年3回消費者啓発講演会を行っています。

（強化）
消費者啓発シールを作成し、消費者に関する記事を載せた広報にセットして全戸配布する。出前講座用DVDの購入や啓発パンフレットなどを作成し・配布し、啓発活
動を行う。

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） 消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため、専門的な知識を有する顧問弁護士を活用し、専門的な相談への対応力を強化する。



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

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）

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

-9,928       千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,090       千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 16,211         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 21,018         千円

平成22年度の消費者行政予算 27,301         千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 21,018         千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      2,640          人時間／年 4,014              

9,928       千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,090       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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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

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

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 3      人 平成22年度末予定 相談員総数 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）

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

箕面市 27055

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）

本庁－消費生活センター間の移動時備品購入費、相談時証
拠品等撮影用備品購入費

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） 相談窓口強化事業 247               247                   

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）

自治体コード都道府県名 大阪府 市町村名 平成 22 年度

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）
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

254               254                   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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育・啓発に必要なコンテンツ作成、講座開催、
資料作成・展示のための事務用機器等を購入する事業

2,300            2,300                

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）

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）

2,801            2,801                合計 - -

FM番組制作費、消費者教育・啓発資料作成費（資料作成・展
示に必要な事務用機器購入費
含む）、講座開催費（講師謝礼、会場使用料、案内チラシ郵送
料）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）
本庁とセンターの建物が離れており、責任者が頻繁に行き来できない。また、相談者が証拠品（立体のもの）を持参しても電話などで業者と交渉する際にＦＡＸ等で提示
できる資料がなく難航する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

本庁との連絡を緊密にすることで、特にトラブル時の相談窓口強化を図る。また、証拠品を写真で提示することで相談員のあっせん解決率向上を図る。
市役所－消費生活センター間はバス停で２区間の距離がある。責任者は市役所に常勤しており、徒歩で行き来していたため緊急時にすぐに駆けつけることができな
かったが、電動自転車を購入し使用することで、日頃から連絡を緊密にするとともに、緊急時に責任者がすぐに対応できるようにする。また、製品事故があった際に、ＮＩ
ＴＥ等へ検査のため製品を送った後、業者へのあっせん時に事故製品が手元にないため、製品の状態やけがの状態を口頭でしか説明できず、具体性に欠け、交渉が
難航していた。デジタルカメラを購入することで、証拠品を写真に残し具体的に示すことで、業者への斡旋解決率の向上を目指す。

（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）

（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） 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。

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） 国 開催 行 限 十 情報 習得 言

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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。
合計４名が、国民生活センターが開催する「消費生活相談員研修　専門・事例講座」（２泊３日）と「消費者行政職員研修　職員講座」（２泊３日）を受講する。

（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）

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）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存） 消費者教育・啓発に関して、対象者や媒体が固定化してきているため、全市民に対して十分な情報を発信できているとは言えない。

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

地元ラジオ局で消費者教育・啓発の番組を作成し放送することで、より多くの市民へ情報発信し、かしこい消費者の育成へ繋げる。また、タイムリーな啓発資料の作成・
展示や啓発講座を開催することで、消費者教育を強化する。
啓発経路が広報紙やホームページ等に固定化しており、啓発している対象者が限られていた。地元ラジオ局を利用し、消費者教育・啓発の番組を放送することで、これ
まで啓発できていなかった市民に対して、消費者教育・啓発を行い、消費者被害を未然に防ぐ新たな方法を開拓する。また、消費者月間ぐらいしか行えていなかった消
費生活講座・講演会を２回開催し、知識を持ったかしこい消費者の育成へ繋げる。（講師謝礼・会場使用料・講座案内郵送料・封筒代含む）また、消費者教育・啓発チ
ラシを作成し、市役所内に展示するスペースを設けるために掲示板とホワイトボードを購入するとともに、視覚障害者用に点字案内するためのテプラ機・テープも購入す
る。

（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）

（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）
（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）

（既存）

（強化）

（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）

実施形態

法人募集型

実地研修受入人数 -      

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

人

年間実地研修受入総日数 -      人日

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

千円

-                  千円

2,801          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  千円

11,474         

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

16,974           千円

5,500          千円

平成21年度の消費者行政予算

-      -                人時間／年 -                    

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算 14,140           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,339         千円 前年度差 -135           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

平成21年度末 相談員総数

○ 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

具体的内容

平成22年度末予定 相談員総数 4      人4      人

相談員数

4      人

人 平成22年度末予定 相談員数

平成22年度末予定 相談員数

平成22年度末予定 相談員数 人

①報酬の向上

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人

4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末

処遇改善の取組

④その他

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）

自治体コード都道府県名 大阪府 市町村名 羽曳野市 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

272221 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）

備品購入費、図書購入費、印刷製本費、新聞購読料⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
事務用機器（ＩＣﾚｺｰﾀﾞｰ）の購入、執務参考資料の 充実
相談窓口の周知ＰＲ

107               107                   

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） 相談員・行政職員の研修参加支援 20                 20                    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）

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 訪問販売お断りシール作成 182               182                   

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）

車輌借上料、講師謝礼、

合計 - 490               490                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
消費生活講座開催（工場見学・啓発講義）
参加人数：小学生とその保護者４０名　行き先：造幣局

181               181                   



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）
消費生活情報誌３誌購読および平成２０年度に消費者六法購入、平成２１年度に消費生活に関するＱ＆Ａ内容の書籍を購入。
平成２２年度は消費者六法購入予定。

（強化）

ICレコーダー１機を購入し、相談内容を記録することにより効率的なＰＩＯ－ＮＥＴ入力作業に努める。また、斡旋等の電話応対の内容
記録に活用し、業務処理能力を高める。 相談窓口の周知用に冊子１,０００部を作成し、市内各施設に配架し、相談利用拡充を図る。
法改正や多種多様な相談に対応するため、週刊日本消費経済新聞購読および執務参考資料の充実により、専門的知識を身につけ、
より良い相談解決に努める。なお、消費経済新聞については、経年保管により次年度以降の相談における資料としても活用する。

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）

（既存） 過去に同種の事業は全く実施していない

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主催の研修に相談員（３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。

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（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）
悪質な訪問販売の注意を促すため、訪問販売お断りシールを３，０００部作成し、高齢者や希望する一般市民に配布し、被害防止を図
る。自立した消費者の育成のため、「 くらしの豆知識」を活用し、消費者団体を対象にした研修会を実施する。また、地域での啓発活動
に役立てる。（くらしの豆知識４０冊購入）

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）

（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） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化）
消費生活講座開催【造幣局工場見学・相談員による啓発講義】子供の金銭教育として、応募のあった小学生とその保護者４０名を対象
にお金の役割やその大切さを学び、教養を高める。

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

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

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 5,217            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,401          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,816          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,718            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 490             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 2,228 千円 前年度差 412 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,228        千円 前年度差 412           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

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

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

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 府開催のスキルアップ研修等の参加支援をし、能力向上を図る。

③就労環境の向上 ○ ICレコーダー設置により、相談記録処理の負担軽減を図る。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 門真市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27230

事業の概要

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

-                  

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
相談スペースの整備、啓発事業用備品等の整備
相談窓口啓発マグネットシール作成、全戸配布

6,653            6,653                
防音機能付パーテーション、プロジェクター、ステレオ、マイク、
レーザーポインター等の備品購入。
消費生活センター啓発マグネットシール代、配布委託料

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタ トアップ事業（拡充）

81                 81                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士との顧問契約(大阪弁護士会) 630               630                   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） 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

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

7,364            7,364                

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）
　大阪府・市町村との連携強化、情報収集において、既存のパソコンでは不十分である。
　消費生活講座等の実施にあたり専用のＯＡ機器がない。
　消費生活センターについては広報やホームページに掲載。消費生活講座・市内イベント等で啓発。

（強化）

　①大阪府・市町村との連携強化、情報収集用パソコンを新たに配備する。
　②相談者のプライバシーの尊重、個人情報の保護等の観点から、消費者が安心して相談できる環境を整備するために防音機能付パーテーションを設置する。
　③ＯＡ機材(プロジェクター、ノートパソコン、スピーカー、マイク、レーザーポインター）の活用により講座内容の充実を図る。
　④消費生活センターの啓発用マグネットシールを作成し、全世帯へ配布。

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）（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） 国民生活センター及び大阪府がおこなう研修派遣。(近隣府県の日帰りのみ）

（強化） 国民生活センター主催の研修への相談員派遣の機会を増加。(宿泊研修）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 相談のあっせん処理にあたり、法的判断の難しい事例について弁護士に助言を求め、より的確な対応に資する。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 -      人日

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

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 11,744           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,744         千円

平成22年度の消費者行政予算 18,409           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,364          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 11,045         千円 前年度差 -699           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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      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

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 2      人

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

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 摂津市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27224

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,146            1,146                

啓発活動や学習会で使用する機材等の購入。啓発用市キャラ
クター着ぐるみ（672,000　円）、啓発用グッズ広告入り種子（＠
28.8円×3,000袋＋広告版代等4,000円×1.05＝94,920　円）、
講座用テーブル(@12,750円×20台×1.05=267,750円）折りた
たみイス（@2,670円×40脚×1.05=112,140円）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,146            1,146                

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）

-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）

（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）

（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） 年1回の街頭啓発を実施

（強化） 街頭啓発や学習会において使用する備品等を購入し、消費者へのより細かな情報提供を行い、啓発内容の充実を図る。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 8,958            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,090          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,868          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,151            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,146          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 8,005          千円 前年度差 137             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

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

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

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

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 高石市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27225

事業の概要

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

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器の購入及び警報装置等の設置             1,131                 1,131
プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤプレイヤー等の購入経費及
び警報装置等の設置

②消費生活センター機能強化事業（増設）

400               400                   

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）

旅費、研修費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費（５０日×１名）

150               150                   

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、研修費

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育講演会を実施、啓発用パネル作成、出前講
座等用自転車購入

            1,080                 1,080
講師謝金、講師旅費、会場借料、啓発用パネル作成、自転車
購入経費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

3,561            3,561                

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）
プロジェクター等の機材がない。センターは建物3Ｆにあり女性相談員のみのため、あっせん中に争いごとになった場合や不審者が入
室してきた場合に相談者を守ることができない。

（強化）
プロジェクター、スクリーン、ＤＶＤプレイヤー、ワイヤレスアンプ・マイク等を購入し、消費者行政の啓発・広報・周知などの強化を図る。
警報装置等を設置することにより相談者の安全を確保する。

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） なし

（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

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 平成２１年度より消費生活相談窓口高度化事業により実施

（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）

（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） 出前講座等を実施するに当たり、交通手段が無く徒歩で対処している

（強化） 消費者教育講演会を年１回実施する。消費者教育啓発用（悪質商法・多重債務等）パネルの作成する。出前講座等実施用の自転車を
購入する。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 15,789           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,140          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 9,649          千円

平成22年度の消費者行政予算 13,151           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,561          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 9,590          千円 前年度差 -59             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

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

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

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

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 藤井寺市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272264

事業の概要

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

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） 執務参考資料の購入 40                 40                    法令関係図書

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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
消費者の育成及び消費者被害未然防止に向けた講演会
の実施等。

            1,400                 1,400
講演会開催委託費（５回分500千円）、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ２種類各1,000
部、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台、ｽｸﾘｰﾝ１台等

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,440            1,440                

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） 必要に応じ、予算の範囲内で参考図書を購入している。

（強化） 法令関係図書などを購入し、時代の流れに対応した相談を維持していく。

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）

（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） 啓発用のパンフレットについては平成２１年度に初めて作成したが、過去に講演会を開催した実績はない。

（強化）
高齢者などを対象とした消費生活にかかる啓発用パンフレットの作成や食の安全・生命保険などに関する講演会を実施するなど、より
一層の消費者教育・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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 1,885            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 599             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,286          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,687            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,440          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 1,247          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

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 啓発活動への支援（出前講座などで必要な機材の購入）による就労環境の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 東大阪市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27227

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活関連図書、ビデオの整備 384               384                   消費生活関連図書及びビデオの整備に伴う消耗品・備品購入
費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

114               114                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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

630               630                   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

100               100                   

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）

食品表示に関する講演会開催に伴う講師謝礼（１回）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
啓発冊子の作成・全戸配布
消費者教育・啓発用具の配備
巡回講座の開催、学校教職員対象講座の開催

3,933            3,933                

啓発冊子の作成（２１万部）に伴う印刷製本費、配布委託料
消費者教育・啓発用具の配備に伴う備品購入費
（紙折り機、ホワイトボード）
巡回講座（６回）、学校教職員対象講座（１０回）の開催に伴う
講師謝礼

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示に関する講演会の開催

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

5,161            5,161                

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） 暮らしの情報広場を設置

（強化） 暮らしの情報広場に消費生活関連図書、ビデオを配備し、閲覧・貸し出し等を実施

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

（既存） 未実施
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） 未実施

（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。

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） 未実施

（強化） 食品表示に関する講演会（１回）を開催し、消費者への啓発強化を図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
消費者教育・啓発用具（紙折り機、ホワイトボード）未設置。出張講座開催（年６回）。
学校教職員対象講座未実施

（強化）
啓発用冊子（２１万部）の作成・全戸配布及び消費者教育・啓発用具を配備することにより消費者教育・啓発の充実・強化を図る。
巡回講座（６回）を開催し、消費者被害の未然防止の強化を図る。
学校教職員を対象に講座（１０回）を開催し、学校における消費者教育の強化を図る。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 31,092           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,102          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 24,990         千円

平成22年度の消費者行政予算 31,307           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,161          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 26,146         千円 前年度差 1,156          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21年度末 相談員総数 6      人 平成22年度末予定 相談員総数 6      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 6      人 平成22年度末予定 相談員数 6      人

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

①報酬の向上

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

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 泉南市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272281

事業の概要

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

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 680               680                   案内板作成・法令等の参考資料の購入・事務用機器の備品購
入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

570               570                   

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）

機会費用の補償として、相談員１名の旅費・報償費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱ 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） 大阪府主催の消費生活相談員養成事業への参加支援

120               120                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談員２名の国セン・管内研修に伴う旅費・研修費、行政担当
者の研修参加旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業
弁護士の活用による消費生活相談業務にかかる法律相
談委託契約

730               730                   弁護士１名の謝礼金・交通費

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・消費者行政担当者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
消費者教育の啓発にかかる啓発資料の作成配布及び講
座開催

514               514                   啓発資料の作成・配布、会場借上げ料、講師謝礼金、交通費

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,152            1,152                

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

相談員の報償費、行政担当者にかかる人件費

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
新規配備のＰＩＯ－ＮＥＴ入力、ナビダイヤル対応等消費
者庁開設に伴う増大する業務へ集中的に対応するため
の勤務時間の拡大

3,766            3,766                

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）
センター専有のパソコン１台所有しているがネットの閲覧規制対応分（庁内ＬＡＮパソコン）であり、合理的な相談業務体制（ハード面）が
整備されていない。

（強化）
相談窓口業務の強化を図るため事務用機器（パソコン２台、書類整理用キャビネット等）設置、執務参考資料の充実。市民への業務の
周知を図るため案内板設置、チラシ等作成のためのカラープリンターの購入

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） 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名及び担当行政職員１名の研修参加増により、相談窓口の高度化が図
れる

（強化）
れる。

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）
弁護士の活用により相談員が、法的な専門的知識の助言・指導を得ることにより相談窓口の高度化が図れる。(２２年４月～２３年３月
末、電話・メール等による相談員への法律相談業務(月～金曜日の執務時間内）・相談員への研修会４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） 消費者教育のための啓発講座開催(２回）、啓発資料（3,000部）の作成配布により消費者被害の防止、消費者の自立支援を図る。

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名の消費者相談員と兼務行政職員１名がセンターの事務事業実施しているが、２１年度までは、手書きの相談カードを使用し、相談
員については、報償費(日当１万円のみ）と費用弁償のみ支給。

（強化）
年々複雑・長期化する相談業務を円滑に遂行すると同時に、22年度よりＰＩＯ－ＮＥＴ新規配備のため、これまで手書きによる相談カー
ドの作成作業から、入力事務の操作作業の開始・又ホットライン加入等消費者庁開設に伴うセンター業務の増大に集中的に対応する
ための勤務時間の拡大（相談員2名の週１名当たり３時間及び行政担当者1名の週当たり２時間の時間外勤務手当て）

（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 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

年間実地研修受入総日数 人日

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3      308             人時間／年 1,152              

平成21年度の消費者行政予算 3,840            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,228          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,612          千円

平成22年度の消費者行政予算 6,403            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,766          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 288               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,637          千円 前年度差 25               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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      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

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 相談員数 人

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 管外への研修参加支援(2名）・相談員養成事業への研修参加支援（1名）

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 交野市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272302

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
プライバシー保護のためパネル等により間仕切りを行な
い、相談環境を整える。

304               304                   
備品254,000円（間仕切りパネル、シュレッダー、椅子等）、需
用費（消耗品費）50,000円書籍等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

260               260                   

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）

費用弁償、負担金等

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士と顧問委託契約を行なう 630               630                   委託料（顧問弁護士）

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の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者被害防止出前講座及び消費者啓発防止キャン
ペーンの実施

80                 80                    需用費（消耗品費）80,000円啓発品等

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,274            1,274                

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）
消費者相談コーナーは、間仕切りもなく、相談者のプライバシーも保てない状況である。相談者の椅子も現在パイプ椅子（市の備品）を
使用している。

（強化） プライバシー保護のため消費者相談コーナーをパネル等で間仕切りを行ない、そして備品、書籍等を購入し相談環境を改善する。
備品254,000円（間仕切りパネル、シュレッダー、椅子等）、需用費（消耗品費）50,000円書籍等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 殆ど研修には参加していない

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター（相談員2人、職員1名）への研修参加（回数・5回）を実施しレベルアップ図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 顧問弁護士制度は平成21年度から実施をし、複雑多岐にわたる相談に対応している。

（強化） 複雑多岐にわたる相談内容に対応できるように基金を利用して今年度も顧問弁護士契約をする。委託料630,000円

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） これまで自治会、婦人会等地域を中心に出前講座を実施してきたが、啓発物品等による消費生活啓発活動は行なっていません。

（強化） 消費生活啓発出前講座は引き続き実施し、啓発物品等による消費生活を企画する。
需用費（消耗品費）、啓発物品等80,000円

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）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 8,032            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,310          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,722          千円

平成22年度の消費者行政予算 8,083            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,274          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 6,809          千円 前年度差 87               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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      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

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 2      人

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

①報酬の向上

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

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 大阪狭山市 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

272311

事業の概要

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

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） 執務参考資料の購入 50                 50                    参考図書の購入費

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） 相談員専門性向上研修の開催 270 270 研修会費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

66                 66                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 相談員専門性向上研修の開催 270             270                 研修会費

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 820               820                   講演会費（講師謝礼20万円・会場料10万円）、啓発冊子の購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,206            1,206                

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なく、２１年度に執務必須図書を購入した

（強化） ２２年発刊の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） これまでに同種の事業は実施していない

（強化） 多重債務など弁護士会との連携による事例研修を含む研修会の開催（２回）

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）

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、「賢い消費者になるために」と題して講演会を開催、「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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 1,519            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 752             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 767             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,973            千円

前年度差 -                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,206          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 767             千円 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

③就労環境の向上

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

①報酬の向上

人人 平成22年度末予定

人 平成22年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

平成21年度末

平成21年度末 相談員数 1      

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数

相談員数うち定数内の相談員 相談員数 人 平成22年度末予定

人

相談員数

相談員総数

相談員数 1      うち定数外の相談員

1      人

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



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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 阪南市 272329 平成

対象経費

自治体コード

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）
既存の相談室にＯＡ機器及び警報機器を設置し、窓口を
案内する案内板及び受付カウンターサインを購入する。

853               853                   
事務所の改修、機材・事務用機器の設置、窓口に関する住民
への周知にかかる経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

消費者行政活性化基金を活用して開催される相談員養
645               645                   

206               206                   

消費生活相談員への委託料(相談報酬)及び旅費

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）
消費者行政活性化基金を活用して開催される相談員養
成事業への参加支援（1名）

消費者行政担当者が消費者行政にかか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対する支援（3名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

1,704            1,704                

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） なし

（強化）

相談室にパソコン及びプリンターを購入・設置し、相談業務を行う上で必要なインターネット環境を整備して、相談業務の充実、効率化
を図る。警報ブザーを設置し、相談員及び相談者の安全を確保するとともに相談員が相談業務に集中できる環境づくりを行う。相談日
には案内板を庁舎前に設置し、受付窓口に「消費者相談受付」を示すカウンターサインを立て、来庁者に周知するとともに相談者にわ
かりやすい案内を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） スキルアップを希望する相談員（1名）の養成事業への参加を支援し、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）

（既存） ３名の相談員に対し １人１回ずつ程度 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

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、１人１回ずつ程度、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）
２名の相談員に対し、宿泊を伴う独立行政法人国民生活センター教育研修事業への参加を支援し、参加に伴う旅費（宿泊費含む）及
び受講費を負担する。また、３名の相談員に対し、レベルアップを図るために必要な近隣で開催される研修への参加を支援し（１名につ
き１０回程度）、参加に伴う旅費及び受講費を負担する。

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）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 2,517            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 58               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,459          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,170            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,704          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 2,466          千円 前年度差 7                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

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

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 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 実務能力の向上に必要な研修への参加に伴う旅費及び受講料を負担する。

③就労環境の向上 ○ 相談業務に必要なＯＡ機器を整備し、安全面に考慮した警報機器を設置する。

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 島本町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27301

事業の概要

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

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） 相談対応に必要な備品の購入 90                 90                    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）

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）

42                 42                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

132               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）

-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） パソコンラック×１台及びパーテーション×１台を他部署より借用

（強化） パソコンラック×１台、パーテーション×１台、ICレコーダー×１台購入

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） 国民生活センター主催の研修には参加していない

（強化） 国民生活センター主催の消費生活相談員養成講座へ参加経験のない職員が参加するための旅費支援　41,870円

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 2,473            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,156          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,317          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,623            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 132             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 1,491          千円 前年度差 174             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21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      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

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 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 豊能町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

27321

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の整備強化 21                 21                    参考書籍等購入。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

103               103                   

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談員研修等旅費。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） 相談員レベルアップ研修費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 PR強化 220               220                   パンフレット等印刷

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

344               344                   

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） 書籍の購入等。
（強化） 多種多様の法律改正等により、更なる書籍等の購入。

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） ある程度の研修旅費においては、町予算より支出を行い支援を行っていた。

（強化） 消費生活相談員の研修等へ積極的に参加していただき、レベルアップを図る。旅費に関しての支援を行う。

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）（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） 広報、HP、啓発シール等による周知。

（強化）
「クーリング・オフはがき付パンフレット（仮称）2,000部印刷予定」、「うまい話には気をつけろ！（仮称）9,000部印刷予定」、「くらしの豆ち
しき150冊印刷予定」、のパンフレット等を作成し更なる周知強化を行う。

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      人時間／年

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 458             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,631          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,287            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 344             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 1,943          千円 前年度差 312             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,943        千円 前年度差 312           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 1      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

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 1      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員が研修に積極的に参加できるように体制整備を図る。

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）

22 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

事業の概要

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

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の拡充、及び消費者行政につい
ての広報・周知の強化を図る

42                 42                    相談窓口の機能強化・相談窓口や各関係機関の広報・周知等

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）

28                 28                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

旅費等の支援

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） 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 71                 71                    悪質商法防止のためのチラシ・パンフレット等の作成

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

141               141                   

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） 週２回の消費生活専門相談窓口の設置で、消費者の相談機会が限られている

（強化）
既存にない関連書籍（新年度版・改訂版を含む）の購入による相談窓口の充実・機能強化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）の広報・周知等を実施（庁内情報コーナーや町内公共施設等へのチラシ設
置等）

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） なし　（平成21年度基金事業にて実施）

（強化） 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

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
（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　（平成21年度基金事業にて実施）

（強化） 悪質商法被害防止のためのチラシ・パンフレット等（詐欺関係予定）を作成（１回、1,420部）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 1,615            千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 267             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,348          千円

平成22年度の消費者行政予算 1,491            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 141             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 1,350          千円 前年度差 2                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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      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

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 2      人

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

①報酬の向上

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

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 熊取町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273619

事業の概要

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

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）

480 480

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談室電源工事、鍵付きドアノブへの改修、相談員PC用プリン
ターおよび関連品、執務用図書購入

200               200                   
修繕料、備品購入費、消耗品費（執務用図書、購入プリンター
にかかる電源コード）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

報償金（旅費含み）⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 消費生活専門相談員養成事業研修参加経費 480             480                 

142               142                   

報償金（旅費含み）

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） 消費生活専門相談員養成事業研修参加経費

旅費、報償金（相談員旅費分）、消耗品費（研修参加資料代）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講座の開催、出前講座、啓発用パンフレット等購入 578               578                   啓発講座講師謝礼金、消耗品費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,500            1,500                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 集中相談の実施 100               100                   講師謝礼金

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）
専用相談室としての相談場所を確保できたが、相談員用PC設置により電源の増設工事と、ドアに鍵がついていないため相談カード等
個人情報保護および備品等の保護のため鍵付きドアノブに改修。相談員用PC用のプリンター及び関連品購入。H22度に新刊予定の
書籍や法改正等に対応するための執務用書籍

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事業研修（５０回）に１名参加予定

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） 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）

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10回（2人）参加および新規研修として国民生活センターでの研修（1泊2日）を2回参加、
職員：経常分（既存）の研修の増員参加分および経常分（既存）の研修とは別の研修に10回参加

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） 一部小学校や高齢者施設への出前講座

（強化）
（仮称）消費者検定講座などの啓発講座、基金条例制定時前に実施したことのない中学校などの団体や、新規内容の出前講座、啓発
パンフレット、啓発物品の購入

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）

（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） なし

（強化）
１週間集中相談会を年２回実施（月～金の毎日消費生活相談を実施する。日程の一部に弁護士を招いて、相談員とともに週３日開催
の消費生活相談を強化するとともに、相談員のスキルアップも図る。）

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 2,702            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,045          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,657          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,255            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1 755 千円 前年度差 98 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,755        千円 前年度差 98              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21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定 相談員総数 3      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

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数 3      人

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

①報酬の向上 ○ 相談員の嘱託員化を目指し、報酬の向上にむけて取り組む

②研修参加支援 ○ 宿泊を伴う国民生活センターでの研修を受けることができるよう、基金を利用して予算措置した

③就労環境の向上 ○ 相談員の嘱託員化を目指し、身分の確立を図る

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 田尻町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273627

事業の概要

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 106               106                   事務用機器の設置及び執務参考資料購入

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）

30                 30                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

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（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発用パンフレットの作成等 150               150                   教材作成・購入費

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

286               286                   

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） 机上により他の専門冊子も含め、設置している

（強化） 啓発用冊子等の整備を図るためのパンフレットスタンド（１台）の設置及び執務参考資料の購入

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名及び行政担当職員1名が多数参加できるよう旅費を支援

（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） 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（1,000部）等を作成

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 164               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 132             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 32               千円

平成22年度の消費者行政予算 318               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 286             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 32               千円 前年度差 -                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 32             千円 前年度差                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち常勤職員の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定

平成22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21年度末 相談員数 1      人

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成21年度末 相談員数

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 ○ 事務用機材の設備投資による環境整備

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 岬町 自治体コード 27366 平成

対象経費

22 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） 相談室の設置 300               300                   エアコンの設置

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）

24                 24                    

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 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） 一般職員の府内での研修への参加支援（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 250               250                   高齢者向けのステッカー等（悪質商法お断り）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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

574               574                   

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） なし

（強化）
相談室の設置に伴う環境整備（現在、プライバシーが守られていない部屋での相談室になっているので、相談用の個室を準備するとと
もに、相談環境を整えるためにエアコンを設置する。）

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） なし

（強化） 府開催の研修に 般職員１名を月１回年１２回参加できるよう旅費を支援
⑧消費 活相談員等 ｯ 事業（研修 援）

（強化） 府開催の研修に一般職員１名を月１回年１２回参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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） 高齢者向けの悪質商法被害防止のためのステッカー等を作成

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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 120               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 120             千円

平成22年度の消費者行政予算 694               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 574             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 120             千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

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 相談員数 人

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

22 年度都道府県名 大阪府 市町村名 太子町 自治体コード

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

273813

事業の概要

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

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）

158               158                   

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整備事業 11                 11                    執務参考資料等購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

4                4                    

研修参加支援費（相談員１人、研修５０日）

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） 大阪府が実施する実務的研修への参加支援

研修参加旅費(担当者１人、研修２日）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                    研修参加旅費(担当者１人、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 ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の研修参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット・啓発資料等の作成 266               266                   啓発資料作成用プリンター購入費（１台）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

439               439                   

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） 消費者関連法に関する図書がないため、他の機関が作成された資料等を参考にしながら相談に応じている。

（強化） 消費者問題に関する参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 大阪府が実施する実務的研修に参加し、消費生活相談員の事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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

消費者行政担当者１名が消費生活相談員基礎研修に参加。

別の消費者行政担当者が消費者行政に係る基礎研修に参加。。
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
（既存） 消費生活相談窓口について、町広報誌に掲載している。

（強化） 消費生活に関する啓発や相談窓口の周知を図るため、パンフレット等作成用のプリンターを購入する。

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）

（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

年間実地研修受入総日数 人日

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

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 450               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 291             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 159             千円

平成22年度の消費者行政予算 598               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 439             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） 象外経費 千 前年度差うち基金（交付金相当分）対象外経費 159             千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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 2      人 平成22年度末予定

2      

相談員総数 2      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

人

-      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

大阪府が実施する実務的研修への参加支援

人

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 -      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）

都道府県名 大阪府 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
対象経費

273821 平成市町村名 河南町 自治体コード

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）

備品購入費

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 814               814                   賃金、旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口用什器の整備 53                 53                    

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）

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 867               867                   -



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） なし
（強化） 平成２２年度より新たに相談員を配置する窓口として、啓発用什器パンフレットスタンド（大・小　各１）の整備を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 平成２１年度講座１名受講。
（強化） 平成２１年度講座の受講者の能力向上及び新たな相談員を１名養成する。（合計2名養成）

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）

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 2      人

年間研修総日数 100   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

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

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 4,547            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 407             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,140          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,961            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 867             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 4,094          千円 前年度差 -46             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,094        千円 前年度差 46           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21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      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

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 2      人

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

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他 ○ 相談員を１名から２名に増員（平成２２年度末）


