
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

808               相談員の実務研修への参加支援

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

平成 23

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

261009

事業経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

１  消費生活学習すごろくの作成
２  消費生活冊子「いっせいのぉで」の作成
３  大学における消費者講座の開講
４  消費者啓発に係る動画の配信
５  消費者力検定受験対策講座の実施
６  点字版パンフレットの作成

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）

１  消費者啓発に関するアンケート調査の実施
２  不招請勧誘に関する実態調査の実施
３  消費者団体等との協働による市民向け講座の開催
４　放射性物質検査機器の整備

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）

-

１　報酬費，時間外勤務手当，社会保険料，賃金
２　委託料

１  相談窓口緊急整備
２  祝日相談の実施

6,813                

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

合計

290                   

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

62,448           

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

１  執務参考資料・図書等の購入
２　市民しんぶんの挟み込み
３　広報板へのポスター掲示
４　センター案内板等の設置
５　啓発物品等の新規作成
６　相談員増員に伴う執務用備品等の購入，設置

33,129           

都道府県名 京都府 市町村名 京都市 自治体コード

290               

１　図書等購入費
２　印刷費，版下作成委託料
３　印刷費，版下作成委託料，配送委託料
４　設置費，広告掲載料，版下作成委託料
５　作成費
６　備品購入費，通信運搬費

33,129              

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

538                   

各専門機関の担当者を講師とした相談員向け研修会の開催

9,294            

60,000              

8,613            

8,636                

9,294                

講師謝金

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

１  委託料
２  委託料
３  講師謝金，資料印刷費，会場賃借料
４　備品購入費

1,678            

１  委託料，需用費，報償費
２  印刷費，版下作成委託料，配送委託料，報償費
３  負担金
４  委託料
５  委託料(講座の企画運営及び検定実施）
６  委託料

旅費，研修受講料

8,636            ⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

弁護士による相談員への相談支援事業（月１回，法律事例研究会を開催）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

相談員１０名体制，週末（土・日）電話相談事業の委託

（既存）

（既存）

（強化）

消費者啓発に関するアンケート調査の実施，不招請勧誘に関する実態調査の実施，消費者団体等との協働による市民向け講座の開
催，放射性物質検査機器の整備

なし

⑫食品表示・安全機能強化事業 （強化）

（強化）

相談員等の増員（２名），祝日における電話相談の実施

（既存）

（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）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員１人当たり，２年に１回）

（既存）

（強化）

（既存）

消費生活学習すごろくの作成，消費生活冊子「いっせいのぉで」の作成，大学における消費者講座の開講，消費者啓発に係る動画の配
信，消費者力検定受験対策講座の実施，点字版パンフレットの作成

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員１人当たり，１年に１～２回）

（既存）

（強化）

執務参考資料・図書等の購入，市民しんぶんの挟み込み，市政広報板へのポスター掲示，市バス・地下鉄等へのセンター案内板等の設
置，啓発物品等の新規作成

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活講座の開催

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業名

各専門機関の担当者を講師とした相談員向け研修会の開催（強化）

（強化）

（強化）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

執務参考資料・図書等の購入，市民しんぶんの挟み込み，市政広報板へのポスター掲示，市バス・地下鉄等へのセンター案内板等の設
置（トラフィカ京カード及び市バス車体（ラッピングバス）広告掲載を含む），センター名称変更に伴う案内版等の修正，啓発物品等の新規

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

人日

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

22     

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実地研修受入人数

実施形態 研修参加・受入要望

年間実地研修受入総日数

-       

6,813              

人

人日

参加者数

3,970              

人

22     

年間研修総日数

自治体参加型



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1,453          

平成22年度末 相談員数

平成22年度末

20年度差 4,142           

人

人

人

人

相談員数

-                  

うち基金（交付金相当分）対象経費

150,744         

60,000         

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

38,817         千円

千円 前年度差

1,100            

平成22年度末 相談員総数

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

13    

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 5,713            千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

千円

○

86,602           

旅費額の増

具体的内容

2      うち委託等の相談員

千円

千円

12    消費生活相談員の配置

平成23年度の消費者行政予算

平成22年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上

人

人

千円

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      

平成20年度の消費者行政予算

89,291         

相談員総数

128,108         

平成23年度末予定

千円

②研修参加支援

①報酬の向上

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

④その他

人

10    

処遇改善の取組

11    

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

90,744         

平成23年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

京都府

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談業務に係る備品等の購入 232               232                   

26050市町村名 福知山市 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 平成自治体コード

参考図書、相談室用ホワイトボードシート、相談室用シュレッダー

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員（無資格者）の研修への参加支援 360               359                   研修参加のための旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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・支所への出張相談 987               986                   出張講座用軽自動車、パネル展示用資材、出張講座用ＤＶＤソフト

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 職員以外の相談員の配置 2,411            2,411                相談員への人件費

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）

合計 - 3,990            3,988                -



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）
パーテーションによる相談室を設置し、テーブル・椅子・引き違い保管庫・パンフレットスタンド等の備品の他にも参考図書を購入し、相談窓口の充実を
図った。

（強化）
参考図書の充実を図り、相談業務で相談者に分かりやすく説明するためのホワイトボードシートを購入する。また、シュレッダーを設置し、書類の処分を
即時に行うことで消費者のプライバシー保護を図る。

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

（強化） 引き続き相談員が資格取得するまでの研修参加に対して支援する。係内の職員の資質アップを図るため、担当以外の職員の研修参加も支援する。

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

（強化）
軽自動車を購入し、三支所への出張相談を月１回行い、同時に出張講座の啓発など、消費者教育に努める。支所ではパネル展も開催し、外に向けた啓
発に力を入れる。メディアを利用し、継続的に啓発事業を展開する。

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） 月に2日(第2・第4水曜日)、専門相談員を配置。

（強化）
引き続き相談員を配置し、相談室における相談業務にあたる。三支所での出張相談日を設け、市センターのＰＲに努めるほか、被害の掘り起こしを図り、
相談員が実務経験を積む機会を増やす。

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 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,464              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,411              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 人

うち定数内の相談員 平成23年度末予定

平成20年度の消費者行政予算 1,784            

4,742          千円

相談員数 人

前年度差

2      人

相談員数

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,275            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成23年度末予定 相談員数 1      

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,533          千円

平成22年度末

平成23年度の消費者行政予算 6,070            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,988          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）対象の賃料、人件費等 2,411            千円

千円2,082          千円 20年度差 298              -1,451         千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定 相談員数 1      人相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 2      人

②研修参加支援 ○ 嘱託職員に対する研修参加費の支援

③就労環境の向上

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,160            1,158                -

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）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報車両による悪質商法への注意喚起、出前講座の実施 1,077            1,076                広報、啓発に必要な備品の購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 83                 82                    研修会参加旅費及び参加者負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 23 年度262021

相談担当職員の研修会参加旅費、参加費

都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市 自治体コード

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

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）

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） 消費者からの情報提供があれば広報車両を巡回させるほか、日々の運行時にも広報啓発を行う。出前講座も大型画面で対応する。

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）

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） 人事異動に伴う新任相談担当職員を育成するとともに、あっせんなどより高度で丁寧な相談ができる人材を育成する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他 ○ 嘱託相談員等労働条件の悪い雇用形態を作ることなく、正職員による対応を続行

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成23年度末予定

②研修参加支援

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人

うち定数外の相談員 平成22年度末

相談員数

千円

相談員総数

相談員数 人

4      人

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 4      

前年度差 730             3,118          千円 20年度差 -141            千円

相談員数 人 平成23年度末予定

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,515            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,127          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人

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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度の消費者行政予算 4,276            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,158          千円

平成20年度の消費者行政予算 3,259            

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 2,388          千円



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）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の配置 1,639            1,638                消費生活嘱託相談員の報酬、共済費（雇用主負担分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育と啓発 695               695                   出前講座や消費生活展等での消費者教育と啓発

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,566            2,563                -

旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

各公民館で出張の消費生活相談窓口を開設（11地区を巡回）す
るための公民館使用料や配布資料の作成費等。消費者相談室
の整備。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 綾部市 自治体コード 262030

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活出張相談事業、消費者相談室の整備 151               150                   

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修会参加支援 81                 80                    

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活専門相談員なし。中丹広域振興局消費生活相談員の指導を受け、困難な消費生活相談に対応。

（強化） 平成22年4月１日から消費生活相談員１名(窓口対応週５日)を配置。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活専用のパソコン等がなく庁内で調整して使用。充分な設備がなく高齢者への被害防止が困難。

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（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）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

消費生活展や出前講座、出張の消費生活相談窓口等で分かりやすい消費者啓発グッスやセンター開設案内等を記載したパンフレット等
を２種類以上延べ２０００部以上等を配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

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

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（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）

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）

PIO-NET配備。市役所外の各公民館で出張の消費生活相談窓口を開催（11地区を各1回巡回）。パネルによる相談室の整備。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政兼任の職員が近隣市で開催の研修に参加。

（強化） 消費生活相談員が国民生活センターや京都府が主催する研修会に積極的に参加し、レベルアップをはかる。（11回）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1,638              

人

年間実地研修受入総日数

1       1,392              

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

平成23年度末予定

相談員総数 1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

463             千円 20年度差

千円

1      人

相談員数 -      

平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

162              千円 前年度差 -2               千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成22年度の消費者行政予算 4,858            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,026            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,563          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 465             

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,393          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）対象の賃料、人件費等 1,638            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

301               

千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,844            4,264                -

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）

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 相談員を1名増員（２２年５月より） 3,151            2,702                相談員1名の人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活展や消費者向けの講座で使用するとともに、セン
ターに掲示する啓発パネルを作成

152               152                   啓発パネル作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士との意見交換や見解を求める機会を設定 420               420                   弁護士会委託（月１回２時間程度35,000円×12回）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員・相談員の国民生活センター等での研修参加 266               135                   研修会参加にかかる経費（旅費、宿泊費、負担金等）

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）

都道府県名

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を強化 855               855                   備品整備（プロジェクター・・スクリーン・パソコン・書庫等購入）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

23 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

京都府 市町村名 宇治市 自治体コード 262048 平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 2名相談員配置　配置時間　８：３０－１７：１５　　　窓口開設時間　平日９：００－１２：００　１３：００－１６：００

（強化） 相談受付業務を拡充するために相談員を1名増員する(２２年５月から増員）。週４．５日勤務（８：３０－１７：１５、８：３０－１２：００）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活展や消費者向けの講座、出前講座等で使用するとともに、消費生活センターに掲示する啓発パネルを作成する。

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）

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）

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

（強化） 国民生活センター等が実施する基礎・専門研修会（東京会場他）に職員及び相談員が参加できるよう支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

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

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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存） 相談員の環境整備（新人＋相談員の2名分の脇机購入）

（強化） 備品整備（プロジェクター・プリンター・スクリーン・パソコン等購入）及び書籍購入

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,702              

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,674              

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が実施する基礎・専門研修会に参加支援

③就労環境の向上

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

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）対象の賃料、人件費等 2,702            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,053          千円 20年度差

千円

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

平成23年度末予定 相談員総数

7,771            

千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成22年度の消費者行政予算 6,007            千円

平成23年度の消費者行政予算 10,317           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,264          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 2,131          

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,876          千円

-1,718          千円 前年度差 3,922          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,774            7,360                -

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）

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 消費生活相談員の配置（2名） 3,213            2,856                消費生活相談員の人件費

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 732               732                   啓発資料作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 「宮津与謝消費生活センター」の設置 3,296            3,239                相談室の設置、巡回用自動車の購入

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の府外、府内での研修への参加支援（2名） 533               533                   旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

262056 平成 23 年度

対象経費事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 京都府 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

宮津市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

高齢者及び、各層を対象にした悪質商法被害防止のためのパンフレットを１０，０００部作成し各戸配布する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 職員対応

（強化） 平成23年4月１日から宮津市に消費生活相談員を配置(2名雇用）し、伊根町及び与謝野町での巡回相談を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

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）

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）

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） 府開催の研修に旅費の発生しない研修に参加

（強化） 府開催の研修及びその他の研修に参加できるよう旅費を支援(相談員及び担当職員等2名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存） なし　　　※21～２２年度はスタートアップ事業(拡充)により、書籍等参考資料の購入。

（強化） 宮津与謝消費生活センターを開設し、相談事業を実施するとともに伊根町、与謝野町での巡回相談を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,232              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

2       2,856              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 414             千円 20年度差 414              千円

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 2      

千円

2                千円

平成23年度の消費者行政予算 7,774            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,360          千円

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 412             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,187          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

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）対象の賃料、人件費等 2,858            

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 1,189            



市町村事業計画

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 放射能汚染物質簡易検査機器購入 5,030            5,029                放射能汚染物質簡易検査機器購入費

合計 - 11,346           10,480              -

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）

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 消費生活担当嘱託職員を配置 2,973            2,397                消費生活相談担当嘱託職員報酬等

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発冊子 3,154            2,965                啓発冊子作成経費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員、相談員の研修への参加支援 80                    旅費等104               

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入等 85               9                    参考図書の購入等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

262064 平成 23 年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 亀岡市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 亀岡市食肉センターに放射能汚染物質簡易検査機器を導入

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

（強化） 消費生活センターを開設し、専門相談員による相談窓口を設置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 消費生活学習出張講座、親子消費者教室、消費者大学の開催　

（強化） 市民向け啓発冊子の作成

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）

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

（強化） 消費生活参考図書購入

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

（強化） 府外開催の研修に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）

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）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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

対象人員数計 追加的総費用

1       2,397              

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,508              

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1      人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 専門の資格取得したことによるため

研修参加のための旅費支援

③就労環境の向上

④その他

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

2      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,397            千円

前年度差 31               千円

相談員総数

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費 866             千円 20年度差 267              千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 835             千円

平成23年度の消費者行政予算 11,346           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,480         千円

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

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,665            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,830          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 -                  

平成20年度の消費者行政予算 599               



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 1,237            1,234                

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 民間団体主催の研修参加 110               109                   

⑨消費生活相談窓口高度化事業

啓発用蛍光ペン、啓発用パンフレット印刷費、講座講師謝礼等

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

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啓発 1,032            1,031                

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

専門図書の購入費、相談室書棚の購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

費用弁償、旅費、参加費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の整備 95                 94                    

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

都道府県名 京都府 市町村名 城陽市 自治体コード 262072 平成 23 年度



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

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）

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）

（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） 啓発用蛍光ペン、啓発用パンフレット印刷費、講座講師謝礼等

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）

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） 費用弁償、旅費、参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

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）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活相談室設備の改善（ＦＡＸ設置、冷暖房器具、ＰＣ、スキャナ、プリンター、デジカメ、専門図書等購入）

（強化） 専門図書の購入費、相談室書棚の購入費

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（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）

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 ○ 国民生活センターでの研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談室の整備

-      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

相談員総数

20年度差 -246            千円

相談員数 -      

前年度差

人

平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

人

平成22年度末 相談員数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,790          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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,111          千円

2      

2      うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 人 平成23年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末 2      人

相談員数

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,817            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,027          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,357            

平成23年度の消費者行政予算 6,345            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,234          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 -                  

-679           千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,013            2,013                -

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）

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 相談件数の増加に対応し、窓口開設時間を拡充し、強化 253               253                   消費者行政担当者の勤務時間及び勤務日数の拡大

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発回覧版の作成、弁護士を講師に招いたセミナー開催、啓発冊子の購入等 1,739            1,739                啓発回覧板作成費、教材購入費、講師謝金

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等主催の研修への参加支援 12                 12                    研修参加のための旅費、研修費、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

市町村名 向日市 自治体コード 262081 平成 23

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料の購入 9                  9                      執務参考資料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 京都府 年度

事業名



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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

（強化） 啓発記事、窓口案内を記載した啓発回覧版を作成、自治会・町内会等に配布する。引き続き生活セミナーに弁護士を招いて開催。掲示用パネル、高齢者及び若者向け啓発チラシなどを購入、啓発を進める。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談を市役所内の相談室で週5日(平日、全日1日・半日4日)に開設

（強化） 引き続き市役所の窓口を全日２日、半日３日開設し、相談に対応する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 直通電話回線の設置およびFAX機能付電話機の購入等を行い、センター機能を一定強化した。

（強化） 法改正や相談内容の複雑多様化に対応すべく、執務参考資料を購入し、センター機能を引き続き強化する。

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） 主に府内開催の研修に参加。

（強化） 引き続き近隣府県及び国民生活センター（相模原）での研修に相談員・職員が合計5回参加できるよう支援。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       253                

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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人日

2       138                

対象人員数
（報酬引上げ）

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 ○ 国民生活センターによる相談専門家の巡回訪問事業を受け入れ。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

②研修参加支援 ○ 昨年度に引き続き、府外で行われる研修への参加を支援。

2      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

千円

相談員総数消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,242          千円 20年度差 252              千円

人

人

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）対象の賃料、人件費等 253               千円

前年度差 -207           

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,013          千円

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      

③就労環境の向上 ○ 執務参考資料の購入、更新によりスムーズな相談対応を支援。

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 835             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,990            

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,449          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,255            

千円

平成22年度の消費者行政予算 4,284            



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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講演会の開催 90                 90                      消費者の育成及び被害の未然防止を目的開催

1,983                  年間報酬・費用弁償・社会保険等3,215            継続して相談窓口の開設時間の延長

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

合計 - 3,356            2,111                -

17                      研修参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員が消費者行政に係る研修会に参加 21                 

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

23 年度

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

30                 21                      参考図書購入

自治体コード 262099 平成

事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談の機能強化を図るための整備

都道府県名 京都府 市町村名 長岡京市

事業名 事業の概要



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（強化） 参考図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

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）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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

（強化） ２３年度も嘱託職員として採用し、昨年通り火水木金の午前９時～午後４時まで相談対応する。

２３年度も自立した市民の育成、消費者被害の未然防止のため講師を招聘し、連続講座として講演会を開催する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 更なる専門的な知識の習得のための消費生活専門相談員研修会参加。

（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）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,983              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,056              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

人

相談員数 1      

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センターや府消費生活安全センター等主催の専門研修に参加。

75               

人

人

人

前年度差

③就労環境の向上

人 平成23年度末予定

④その他

平成22年度末

相談員数

相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

平成23年度末予定

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

相談員総数 1      

うち定数内の相談員 相談員数 1      人

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定

千円 20年度差 319              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,245          

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）対象の賃料、人件費等 1,983            千円

平成23年度の消費者行政予算 3,356            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,111          千円

平成20年度の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,170          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,305            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,135          千円

926               千円



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,559            5,402                -

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）

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 消費者行政担当者(賃金） 2,700            993                   消費者行政担当者の勤務日数日拡大（週3日から週5日）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 記念講演会・啓発グッズ・路線バス車内アナウンス 4,019            3,664                
記念講演会1,012(講演料865・会場費147)啓発ファイル294・撃
退マニュアル332・エコバック710・車内アナウンス315・センターだ
より印刷560・センターだより配布415・啓発ソフト16・六法全書10

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業 助言弁護士 467               466                   委託料　月1回×1名（38,850×12ヶ月）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 京都府 市町村名 八幡市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 262102 平成 23 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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員及び職員の研修参加支援 373               279                   研修旅費及び参加負担金　

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員2名(週5日、35Ｈ)、消費者行政担当者の勤務日数週3日勤務。

（強化） 事務の増大と相談員への連携を図るため、消費者行政担当者の勤務を週５日勤務に拡大。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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）

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）

（強化）

記念事業の開催（落語を使った高齢者被害防止に向けての講演会等）・啓発グッズの購入・センターだより（全戸配布）等で広く市民に啓発する。

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）

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） 相談員(2名が各２回）と担当職員(2名が各１回）が、国民生活センター等の研修や他の研修に参加し見識を深める。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

なし

（強化）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

相談員が弁護士から助言が受けられる体制にし相談事業の充実を図る。

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）

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       993                

人

年間実地研修受入総日数 人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       672                

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

法人募集型

実地研修受入人数

年間研修総日数



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ａ月額１，９００円増額　　Ｂ月額１，９５０円増額

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定

平成20年度の消費者行政予算 13,743           千円

平成22年度の消費者行政予算

20年度差 355              千円 前年度差 424             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 993               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,098         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,402          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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,674         千円

平成23年度の消費者行政予算 19,500           千円

22,700           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,026          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成23年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修会等参加旅費及び参加負担金



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 8,047            5,359                -

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）

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 嘱託職員の報酬・相談日拡充分 6,952            4,264                嘱託職員の報酬・相談日拡充分

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活講演会開催、啓発物品・啓発資料購入 990               990                   
消費生活講演会講師派遣手数料、くらしの豆知識・啓発物品・
啓発資料購入

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国セン、府センター研修旅費 94                 94                    相談員の国セン研修、府センター研修旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入 11                 11                    参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

262111 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 京田辺市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費生活講演会開催、くらしの豆知識・啓発物品・啓発資料購入

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）

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

（強化） 週５日の相談で時間を午前９時からに拡充、嘱託職員を１名増員し、２名体制とする

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

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） 執務参考図書購入

（強化） 参考図書の購入

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 京都府開催の研修には、相談員の自費により参加

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

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）



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 時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       4,264              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,962              

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 ○ 増員した嘱託職員の研修参加を支援

③就労環境の向上 ○ 増員した嘱託職員の机、いす、パソコンを設置

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 嘱託職員を１名増員

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -478           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,973          千円 20年度差 1,430           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）対象の賃料、人件費等 4,264            千円

平成23年度の消費者行政予算 8,332            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,359          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,451          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 6,941            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,490          千円

平成20年度の消費者行政予算 1,543            



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,235            5,235                -

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）

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 消費生活相談員の配置・多重債務支援相談員による相談
対応

4,264            4,264                消費生活相談員（臨時職員）の賃金、通勤手当、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発グッズ作成 147               147                   啓発グッズ作成費用

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修参加等支援 554               554                   研修会旅費・受講料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） パソコン・参考図書購入、コピー機設置 270               270                   パソコン・参考図書購入費、コピー機リース料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市 自治体コード 262129 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員２名配置、平成２２年４月開設・月～金曜日・9:00～12:00、13:00～１６：００、多重債務支援相談員１名による相談対応

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 『悪徳商法撃退シール』を作成し各戸配布を行う

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター及び府消費生活安全センター開催の研修に参加（常勤職員・相談員）、参加人数４人・参加回数２２回

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

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）

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

（強化） 相談業務に必要なコピー機の設置、参考図書の購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       

3       4,116              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

4,264              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

2      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人 平成23年度末予定

相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,542          千円 20年度差 1,499           千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成22年度末

4                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

平成22年度の消費者行政予算 12,292           千円

処遇改善の取組 具体的内容

4,264            千円

平成23年度末予定 相談員数

相談員総数 2      相談員総数 2      

平成20年度の消費者行政予算 2,043            

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の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23年度の消費者行政予算

①報酬の向上

8,777            千円

5,235          千円

-                  

-                  千円

3,538          千円

千円

8,754          千円

③就労環境の向上

④その他

相談員数 -      人-      人 平成23年度末予定

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）

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）

1,128            

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費事業の概要

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

168               

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

103               

パンフレット等による啓発。⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

522                   

-- 1,128                

ナビダイヤル接続に備え、専用電話を設置。参考資料の
充実。

国セン等の研修に参加。相談業務担当職員のレベルアップ。

262137自治体コード

事業名

都道府県名 京都府 市町村名 南丹市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

522               

335               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

335                   

103                   

168                   

平成 23

相談員の賃金、交通費、労災保険料

啓発用パンフレット等の購入・作成費、啓発用パンフレットスタン
ド購入費

ナビダイヤル工事費（専用電話機含む）、書籍等の購入費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

専門相談員の新規配置

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

研修参加費用（旅費・研修費・資料代等）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし。

（既存）

（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）

手づくりチラシの配架。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

啓発用パンフレット等の購入、作成。啓発用パンフレットスタンドを設置箇所を増やす。

新規に専門相談員を配置する。

ナビダイヤル専用電話の設置。参考資料の充実。

交付金を活用して、国セン等の研修に参加。

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

なし。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（強化）

府内会議への参加程度。（既存）

（強化）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

年間研修総日数

364                

自治体参加型

実施形態 研修参加・受入要望

参加者数

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

1       522                

1       

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

年間実地研修受入総日数

人

人日

実地研修受入人数

人日

人

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち定数内の相談員 平成22年度末

-      平成22年度末消費生活相談員の配置

相談員数

-                  

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度末

1      

人

人

人

千円

1,183            

相談員数

相談員数

相談員数

42                 

-                  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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成23年度の消費者行政予算

136             

56               

-1               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 522               

192               平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1      相談員総数 人 相談員総数

千円

13                55               

千円うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

1,128          

千円

千円

千円

千円

平成23年度末予定

人

-      

-      

-      

平成22年度末

人

人

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

千円20年度差

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

千円

前年度差

千円

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（平静23年度変更分）様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 大山崎町 自治体コード 年度263036 平成 23

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

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

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）

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

155                   専門相談員謝礼：＠5,000円×3回×12ヶ月－５回＝1５５,000円⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談窓口開設日数を月2回から4回に拡大する。 180               

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計 - 180               155                   -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

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

（強化） 相談窓口開設日数を平成23年4月1日から毎月2回から毎月4回に拡大。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

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

1       31                  

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       155                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 127               千円

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

平成22年度の消費者行政予算 582               千円

341               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 213             

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

平成23年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 369             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 161             千円 20年度差 34                

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 155               

千円 前年度差 -52             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 人

人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員総数 1      

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

うち定数内の相談員 平成22年度末

平成23年度末予定 相談員数 1      

相談員数

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23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 ○ 京都府消費生活安全センターが主催する研修会に参加する。

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 - 129               129                   -

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置 120               120                   消費生活相談員の報酬費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 消費生活相談窓口開設案内チラシの作成 9                  9                      消費生活相談案内チラシ作成費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 京都府 市町村名 自治体コード 26343 平成 23 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

井手町



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし。

（強化） 新規に専門相談員を配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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）

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）

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）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談窓口開催のための案内チラシ作成

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

1       72                  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       120                

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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

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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 人

20年度差 -                 千円 前年度差

人

-                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 1      

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 120               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成23年度の消費者行政予算 129               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 129             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 宇治田原町 自治体コード 263443 平成 23 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

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） 執務参考図書の購入 14                 14                    執務参考資料購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員等の研修参加支援 16                 16                    旅費（役場南～近鉄東寺往復１０回分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活啓発資材を用いた住民への啓発 304               304                   消費生活啓発資材作成

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 消費者行政担当者の増員 306               306                   消費生活相談員報酬（9,000円×３４日）

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）

合計 - 640               640                   -



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） 執務に必要な参考資料を揃える。

（強化） 相談業務に必要な図書資料を購入

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） 会議等に附随する研修には、町単費により参加。

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員が府の研修に参加することを支援

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） 住民に啓発を進めるオリジナルの資料を作成し配布する

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） なし

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員へ報酬を支払う

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 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       204                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       306                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 130               千円

平成22年度の消費者行政予算 207               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 28               千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 179             千円

平成23年度の消費者行政予算 866               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象の賃料、人件費等 306               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 226             千円 20年度差 96                千円 前年度差 47               千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23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）

都道府県名 京都府 市町村名 京丹波町 自治体コード 264075 平成 23 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の府内・府外研修参加 15                 6                      研修参加支援（旅費等）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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 380               350                   啓発用パンフレット作成及びケーブルテレビ用啓発資料作成

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）

合計 - 395               356                   -



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） 府開催の研修に、担当職員が年２回程度参加。

（強化） 府等開催の研修に、担当職員等が年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） なし

（強化） 消費生活関連講座に利用する機材（パソコン、プロジェクター、スクリーン）、啓発資料用のパンフレットスタンド、図書購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 457               千円

平成22年度の消費者行政予算 650               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             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 450             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,262            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 356             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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 906             千円 20年度差 449              千円 前年度差 456             

人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 1      



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 伊根町 自治体コード 26463 平成 23 年度

事業名 事業の概要 事業経費 基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 京都府

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

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） 消費者相談窓口の機能強化,町内全域の高齢者(独居)世帯の訪問・巡回活動の実施 143               143                   書籍代、高齢者訪問・巡回に係るリーフレット代、備品(ノートパソコン、看板)購入代

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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 消費者被害防止の為の研修会、サロン、普及啓発活動の企画及び実施 107               107                   研修会及びサロンのリーフレット・資料代、各戸配布リーフレット代

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

合計 - 250               250                   -

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費生活に関する書籍、普及啓発リーフレット等を購入・活用することで相談窓口としての機能強化を図る。

（強化） 宮津与謝消費生活センターの設置に伴い、相談員・駐在所・民生委員・役場職員による高齢者(独居)世帯の訪問・巡回活動を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町内8ヵ所で参加住民(高齢者)との対話形式による「消費生活ふれあいサロン」を企画・実施し、消費者教育を行う。

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）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 292               千円

平成20年度の消費者行政予算 50                 

うち基金（交付金相当分）対象外経費 152             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 140             

平成23年度の消費者行政予算 316               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 250             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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 66               千円 20年度差 16                千円 前年度差 -86             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

平成23年度末予定うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 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）

都道府県名 京都府 市町村名 与謝野町 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

264652 平成 23 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 消費生活に係る相談窓口の充実 230               178                   参考資料の購入及び相談窓口の強化

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）

22                 20                    研修参加支援の旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための啓発 488               484                   啓発用物品・チラシ作成及び広報誌掲載費用

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）

合計 - 740               682                   -

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）

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） 参考資料を購入し相談窓口の充実

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

備品（机やパソコン等）や専門書籍を購入し相談窓口の充実及び強化（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）

（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） なし

（強化） 府開催研修会への旅費支援（２回程度）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）
悪徳商法被害防止のための物品作成（品名：社会生活のマナー本、対象：新成人、数：300冊、配布方法：成人式のお祝い品として配
布）、（品名：ステッカー、数：1万枚、配布方法：各個配布及び高齢者が集まられる機会等への配布）、広報誌１頁掲載（1回、8,600部）

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）

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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

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

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 49                 

-                  

1,016            

千円

平成22年度の消費者行政予算 535               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 418             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 117             千円

平成23年度の消費者行政予算 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 682             千円

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

前年度差 217             千円

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

平成23年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 334             千円 20年度差 285              千円

-      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人 平成23年度末予定 相談員数 人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

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）

 消費生活相談員3人を雇用し、相談業務を実施 9,338            

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

事業の概要

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

合計

 消費生活講座の開設、啓発リーフレット作成、ホームページ作成

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

 相談員等の研修参加

都道府県名 京都府 市町村名 相楽郡広域事務組合

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

23268496

8,474                

 国民生活センター、京都府が主催する研修への参加

対象経費

自治体コード

事業経費

399                   

275               

400               

186                   

 啓発講座講師謝礼、啓発用ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、出前講座ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等作成

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

9,059                

 消費生活相談員報酬等人件費

年度

-10,013           

平成

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（強化）

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）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

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）
（既存）

（強化）

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

 なし

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

 消費者問題啓発講座（年４回）の開催、啓発用ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ（２種類）、出前講座ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を作成し、圏域住民を対象に配布、ホームページによる情報発信

（既存）

（強化）

 なし

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（強化）

 国民生活センターが主催する研修会への参加（３回）、京都府等が主催する研修会への参加（２１回）

（強化）

（強化） 　

（既存）

（既存）

 なし

（強化）

（強化）

（既存） 　

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

3       

法人募集型

3       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人日

参加者数

年間実地研修受入総日数

8,474              

対象人員数計 追加的総費用

年間研修総日数

人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

4,630              

人

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

人

実施形態



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末

人3      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

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 9,059          

千円

平成22年度末

-                  

3,061          

千円

千円

10,013         

千円

千円

消費生活相談員の配置

3      

前年度差

人 3      相談員総数

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

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成22年度の消費者行政予算

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち委託等の相談員

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員総数

3      

○

人平成22年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援

平成22年度末

585              千円

-                  

人

 国セン、京都府等が実施する研修会等への積極的な参加

千円

千円

具体的内容

③就労環境の向上

④その他

-                  

10,900         

13,961         

平成20年度の消費者行政予算

千円

-2,476         千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 8,474            千円

20年度差千円585             


