
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） （卖位：千円） （卖位：千円）

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、巡回啓発事業、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、
食の放射能検査、消費者安全法23条第2項に基づく権限
委任された事務

50,167           50,167               
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、
旅費放射性物質の検査機器の整備

合計 - 104,672         104,672             -

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 消費生活相談員の体制強化 11,511           11,511               報酬、費用弁償

⑬消費者教育・啓発活性化事業

JR駅等ポスター掲示事業、バスボディフルラッピング事
業、わかりやすい啓発冊子作成、出前講座用ロールプレ
イング紙芝居作成、消費生活に関するビデオ作成、水道
料金裏面PR広告掲載事業、消費啓発情報紙発行事業

34,559           34,559               
広告料、委託料、印刷製本費、備品購入費、情報紙発行費、ポ
スター等デザインに係る選定委員報酬

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
相談員に対し、研修実施。消費者向けの講座開催。ポス
ターの作成及び掲示

444               444                   講師謝礼、会場使用料、ポスター作成経費、

⑨消費生活相談窓口高度化事業 専門的・高度な専門相談に応じられる体制を整える 2,802             2,802                弁護士等派遣経費、会場使用料

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） 研修への参加支援 262               262                   旅費、参加費

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）
消費生活相談ブースの充実及び相談員増員に伴う事業
スペースの拡大、消費者センターへの案内板等設置

4,927             4,927                
改修工事委託料、広告料(ＡＴＣ内への案内看板広告料）、備品
購入費

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）

271004 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 大阪府 市町村名 大阪市 自治体コード

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）

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） ・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（3回）を開催し、同分野に関する基本的なことがらを学んでもらう。さらには、食に関するポスター（B2版1000枚、A3版
7000枚）を作成し、配布する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ・啓発用パンフレットの作成、出前講座・見学講座の実施

（強化）

・市内JR全駅（44駅）・阪急梅田・单海難波にポスターを掲出（1週間程度）。市バスボディへのフルラッピング（6ヶ月×3台）。具体的な悪
質商法の手口などを紹介し、イラストを多用することによりわかりやすい冊子（4000部）を作成する。受講生が複数参加し、疑似体験でき
る紙芝居を作成する。消費生活に関するビデオを作成する。水道使用料等の裏面（4ヶ月）を利用して周知を行う。消費者啓発情報紙発
行（年2回）。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧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） ・職員のみ参加

（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、府レベルアップ研修10回各1名、相談員協会研修会8回各1名、近弁連消費者保護委員会1回1
名、地方公共団体職員等研修会1回1名、国民生活センター消費生活相談員研修専門2日コース2回各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、高度に専門な消費生活相談への対応を強化する。（専門家9回、弁護士44回）

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）
・相談スペースは、「くらしのひろばエル」に隣接しており、相談者の声量によっては、内容が漏れてしまう恐れがある。また、相談員増員
に伴い事業スペースが手狭になり、事務に支障をきたす。
・最寄り駅から、わかりやすい案内板がないため、来所される消費者が消費者センターまで辿り着けない。

（強化）
・相談スペースと「くらしのひろばエル」に間を設け、さらに事務スペースを拡大することにより、スムーズに相談対応ができる。
・案内板を設置することにより、最寄り駅から迷わずに消費者センターに辿り着くことができる。

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

18     11,511            

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       2,880              

対象人員数
（報酬引上げ）

16     

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

⑱消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）
多重債務相談会（昼間：1回2日間×3回、夜間：1回5日間×3回）及び賃貸住宅相談会（昼間：1回2日間×3回、夜間：1回5日間×3回）
の実施。イベント会場における消費生活相談の実施（32回）くらしのナビゲーターレベルアップ講座（4テーマ×2回）を行う。巡回啓発事
業（年138回）。「すきま事案」に係る報告徴収・立入調査等の新たに権限委任された事務。食品中の放射性物質の検査を実施。

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）及び処遇改善による報酬の引上げ（16名＋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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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・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

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬月額　186,000→210,000

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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 18    人 平成23年度末予定 相談員数 18    人

18    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 3,524           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 18    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 241,803       千円 20年度差 18,328         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 11,511           千円

平成23年度の消費者行政予算 346,475         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 104,672       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 238,279       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 51,058         千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 289,337         千円

平成20年度の消費者行政予算 223,475         



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

平成 23 年度都道府県名 大阪府 市町村名 堺市 自治体コード

⑫食品表示・安全機能強化事業
食品の表示に関するパンフレットを作成し、啓発を実施す
る。

200               200                   パンフレット作成費（2,000部）

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） 相談員の専門的研修の参加機会の増を図る。 337               337                   旅費、研修費（6名分）

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等を講師として、年3回
の職場研修会を実施する。

109               109                   講師謝金、講師旅費　（年3回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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啓発用チラシ・冊子配布用に、台車を購入する。
②相談に係る関係書類の廃棄等、個人情報を適切に 処
　 理するため、シュレッダーを購入する。
③出前講座等に使用する自転車を購入する。
④消費生活相談に必要な図書を購入する。

336               336                   

①台車購入費（2台）
②シュレッダー購入費（1台）
③自転車購入費（2台）
④執務参考資料購入費（参考図書16冊）

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）

271403



合計 - 19,267           19,267               -

⑱消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）

市内大学において専門的知識、知見を有する弁護士を
講師とする講座を開催し、大学生への啓発を行う。また、
市内大学をはじめ、広く市民を対象にした啓発ポスターコ
ンクールを実施し、入賞したポスターを使用して市内鉄道
において広報活動を行う。

1,483             1,483                
講師謝金（1回）、ポスターデザイン謝金、ポスターコンクール選
考委員謝礼（3名）、ポスター印刷費（100枚）、広告料（ポスター
の鉄道市内駅貼り）、ポスターコンクール業務委託料

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

消費者ホットラインへの参加、平成22年4月1日に施行した
堺市消費生活条例及び消費生活センターの周知等、潜
在的な相談者の掘り起こしを行うことに伴う相談件数の増
加に対応するため、平成22年度から相談員の1名増員を
おこなっており、その継続雇用を実施する。
また、条例や法律に基づく事業者指導を強化するため、
消防ＯＢ、警察ＯＢをそれぞれ1名雇用する。

10,912           10,912               報酬、給料、手当、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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

①中学生向けの啓発冊子を購入し、市内の中学1年から
　 3年生全員に配布する。
②市民の消費者問題についての意識を高め、その自立
　 を支援するため、連続講座を開催する。
③市内の公民館へ啓発パンフレット・冊子等を配架する
   ため、カタログスタンドを配置する。
④市内を運行するバスの車内に啓発ポスター広告を掲
　 載することで、市民に対して啓発を行うとともに、消費
　 生活センターの周知を行う。
⑤一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。
⑥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（しおりクリッ
　 プルーペ、フリージングパック等6種類）を購入し、イベ
   ント時に配布して消費者被害の未然防止をはかる。
⑦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。

5,890             5,890                

①啓発冊子購入費（23,500部）
②講師謝金（4回）、チラシ作成費（4,000枚）、啓発冊子購入費
　　（130冊）
③カタログスタンド購入費（7台）
④広告料（50台・1か月）
⑤啓発チラシ作成費（8,200部）
⑥啓発物（しおりクリップルーペ、フリージングパック等6種）購入
　 費（6種合計23,450個）
⑦啓発用図書・DVD購入費（図書20冊・DVD10枚）



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）

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

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）

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

（強化）

（既存） 過去において同種の事業は実施していない。

（強化）
消費者が食品を購入するに際し、食品を正しく理解し、選択し、使用するための情報源として、原材料名・原産地表示・期限表示・アレ
ルギー表示・栄養成分表示等に関するパンフレットを作成し、啓発を実施する。

（強化） 専門的知識、知見を有する弁護士等を講師として、年3回の職場研修会を実施する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（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） 同研修に参加する相談員を、既存の3名に加えて、さらに6名追加する。

（既存） 過去において同種の事業は実施していない。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

①啓発用チラシ・冊子配布用に、台車を購入する。
②相談に係る関係書類の廃棄等、個人情報を適切に処理するため、シュレッダーを購入する。
③出前講座等に使用する自転車を購入する。
④相談員の相談スキル向上のため、消費生活相談に必要な図書を購入する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

①チラシや冊子を配布する際、紙袋等に入れて持参しており、一度に運搬できる分量が限られている。
②相談に係る関係書類等を、一定量まとめて焼却処理しているが、廃棄の都度細断する等、処理の徹底が必要。
③出前講座等の会場への移動にあたっては、徒歩で対応している。
④21、22年度に基金を活用し、相談員執務用資料を購入。相次ぐ法改正等に対応するため、一層の充実が必要。

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（新設）



（強化）
市内大学において専門的知識、知見を有する弁護士を講師とする講座を開催し、大学生への啓発を行う。また、市内大学をはじめ、広
く市民を対象にした啓発ポスターコンクールを実施し、入賞したポスターを使用して市内鉄道において広報活動を行う。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 過去において同種の事業は実施していない。

（強化）

（既存） 相談員10名で相談業務を行っている。事業者指導専任の担当者を置いていない。

（強化）

消費者ホットラインへの参加、平成22年4月1日に施行した堺市消費生活条例及び消費生活センターの周知等、潜在的な相談者の掘り
起こしを行うことに伴う相談件数の増加に対応するため、平成22年度から相談員の1名増員をおこなっており、その継続雇用を実施す
る。
また、条例や法律に基づく事業者指導を強化するため、消防ＯＢ、警察ＯＢをそれぞれ1名雇用する。

（既存）

（強化）

①中学生向けの啓発冊子を購入し、市内の中学校の1年から3年生全員に配布する。
②市民の消費者問題についての意識を高め、その自立を支援するため、連続講座を開催する。
③市内の公民館へ啓発パンフレット・冊子等を配架するため、カタログスタンドを配置する。
④市内を運行するバスの車内に啓発ポスター広告を掲載することで、市民に対して啓発を行うとともに、消費生活センターの周知を行
　　う。
⑤一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。
⑥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（しおりクリップルーペ、フリージン
　 グパック等6種類）を購入し、イベント時に配布して消費者被害の未然防止をはかる。
⑦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
　 資料を充実させる。

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

①～④過去において同種の事業は実施していない。
⑤啓発冊子は作成しているが、啓発機会の増加を図るため、一層の充実が必要。
⑥過去において同種の事業は実施していない。
⑦閲覧に供している資料の情報が古くなっており、現在の消費者をとりまく情勢や法制度に対応した資料を充実させる必要がある。



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）

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10,912            

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）

法人募集型

実地研修受入人数

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

対象人員数計 追加的総費用

3       

3       4,420              

対象人員数
（報酬引上げ）

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

前年度差 -809            千円

消費生活相談員の配置

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 86,261         千円 20年度差 6,164           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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 19,267         千円

16,569         千円

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 基金を活用し、スキルアップのための研修参加機会を増やす。

相談員数 11    平成23年度末予定

処遇改善の取組

人

具体的内容

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 11    人

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

平成22年度末 相談員総数 11    人 平成23年度末予定 相談員総数 11    

10,912           千円うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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

87,070         千円

105,528         千円

-                  千円

103,639         千円

平成20年度の消費者行政予算 80,097           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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

①消費者被害防止のための研修会等の開催
②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
③消費者教育・啓発に必要な機材の購入
④消費者被害防止のためのチラシ、冊子等の作成

3,328             3,328                

①講師謝金、会場借料、広報資料作成費（開催チラシ3000枚）
②消費者団体である岸和田市消費生活研究会への委託料
③プロジェクタースクリーン1台
④消費者教育・啓発に必要なチラシ、冊子等の作成費

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 弁護士と年間委託契約の締結 690               690                   委託料（年間の相談契約と研修講師費用）

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）

420               420                   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） 　    

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①センターの機能強化のための公用車購入
②消費生活相談窓口の機能強化のための備品購入
③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ケーブルテレビに
よる啓発CMの作成、放送

5,972             5,972                

①センター専用の業務用公用車（軽四輪自動車1台、自転車1
台）
②機材、事務用機器の設置（テレビ1台、スキャナー1台、電話
機2台、シュレッダー1台、デジタルカメラ1台）
③消費生活センターに関する住民への周知に係る経費（セン
ターニュース73000部×2回）

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）

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 大阪府 市町村名 岸和田市 自治体コード 272027 平成 23



⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 10,410           10,410               -

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

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）

⑧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）等で開催される研修に相談員3名が年2回参加できるよう支援する。また、
大阪府が開催する消費生活相談員養成事業事務的研修の座学聴講に参加できるよう支援する。

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）

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）

①現在使用の公用車（軽四輪自動車）は、センター専用公用車として出前講座等の研修会や講座、各種イベント、研修会の講師送迎
等に使用してきたが、パワーステアリングではなく、後部座席にシートベルトが装備されていない。女性相談員の運転が困難なうえ、研修
会講師や相談員等を後部座席に乗車させたとき、危険な状態での運行となっている。なお、他の部局への貸し出しはしていない。セン
ター専用の自転車はなし。
②貸し出し用の啓発用DVD等を借りに来た市民、教育関係者等が、確認の視聴ができない。
③既存の電話機のうち1台は通話機能のみで、スピーカーホンや再ダイヤル、音量調整等の機能がない。また、別の1台の電話機は、セ
ンターの開所日時や年末年始のガイダンスを流す時間が短く、相談者に十分な情報を提供できない。
④現在、シュレッダーがない。
⑤現在、デジタルカメラがない。
⑥現在、スキャナーがない。
⑦センター発行の広報紙「くらしめーる」を町会を通じて、22年度は回覧（12000部）を2回と基金を活用して全戸配付（75000部）を2回実
施した。
⑧地域ケーブルテレビによる啓発CMは放映していない。

（強化）

①女性相談員でも容易に運転でき、同乗者の安全が確保できる公用車（軽四輪自動車）を追加購入する。車体に消費生活センター名
のシールを貼ることによって相談窓口の広報と周知を図る。また、自動車を運転できない相談員等のために自転車を配置する。
②啓発用DVD等を学校教材として借りに来た教育関係者やセンターに来た相談者にテレビで視聴できるようにするとともに、相談員の
内部研修に使用する。
③複雑高度化する消費生活相談に対応するため多機能な電話機を設置する。
④相談員が相談者から聴取・取得した個人情報等をシュレッダーで裁断することによって、相談者の個人情報の保護等を図る。
⑤相談者が持ち込んだ商品等をデジタルカメラで撮影し、国センや大阪府に事故情報を送信するなどに活用する。
⑥相談者から提供された資料を保存するためにスキャナーを活用する。
⑦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、センター発行の広報紙「くらしめーる」を作成し、4回のうち2回を町会
回覧ではなく全戸配布する。
⑧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、地域ケーブルテレビによる啓発CMを作成し、放送する。

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）



⑱消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）

①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回開催した。
②平成22年度に活性化基金を活用して消費生活展を開催した。
③現在のプロジェクタースクリーンは、女性相談員が出前講座や研修会に持ち運ぶには非常に重く、構造上、手を挟むなど危険であ
る。
④消費者被害防止の啓発チラシ等は配布していない。

（強化）

①既存の事業以外に高齢者等の消費者被害防止のため研修会を開催する。
②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。
③組み立てが簡卖で軽量なプロジェクタースクリーンを追加購入することで、女性相談員の負担軽減と安全確保を図る。
④消費者被害防止のためのチラシ、冊子等を作成する。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） なし。

（強化）
専門的知識を有する弁護士を活用し、高度に専門的な消費生活相談への対応力を強化する。1ヶ月52,500×12ヶ月＋研修講師として
弁護士派遣1回30,000円×2回



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

相談員数 3      

平成23年度末予定

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22年度末 相談員数 3      人

人 平成23年度末予定

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 人

○ 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

②研修参加支援

人

3      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

前年度差 -2,360         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

17,849         千円 20年度差 419             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年度の消費者行政予算 28,259           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,410         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 20,209         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,155           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 26,364           千円

平成20年度の消費者行政予算 17,430           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務相談者に対する相談後の実態把握調査 157               157                   
通信運搬費（送料、返信料、報告送料）、印刷費(返信封筒、報
告書)、

合計 - 5,552             5,552                -

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
①地域向け啓発事業強化②若年層向出前講座③消費
月間行事の充実④啓発事業の活性化

2,235             2,235                

①備品購入費（スクリーン２、アンプ付きマイク１式）、会場借上
料（豊中まつりブース）、委託料（とよなか祭り企画運営委託）、
消耗品（啓発用グッズ作成「うちわ」）②謝礼金(若年向け出前講
座講師謝礼金)、③消耗品（タスキの作成、啓発グッズ作成「テッ
シュ・クリアファイル」）④備品購入費（くらしかんキャラクター着ぐ
るみ作成、啓発用映像教材購入「ＤＶＤ」）

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
食品表示・安全分野関係啓発事業の実施（講座、食品表
示関係教材の購入）

340               340                   講師謝礼金・備品購入費（食品関係映像教材「ＤＶＤ」）

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 90                 90                     謝礼金

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） 国民生活センター研修への参加支援 179               179                   費用弁償・旅費・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）

①情報提供の拡充（市施設にパンフレットラック設置）（情
報提供用液晶モニター設置）　②センター周知の拡充（市
内電車の駅広告・市内路線バス車内放送）　③センター
機能強化のため車両購入

2,551             2,551                

①備品購入費（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ５＋館内用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄ3＋液晶ﾓﾆ
ﾀｰ１）②広告料（阪急電車6駅1か月広告・路線バス車内ﾓﾆﾀｰ
放送）印刷製本費（駅内6駅広告）　③車両購入費(軽自動車１）
（車両用ペイント「センター名前入れ」）

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）

272035 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 大阪府 市町村名 豊中市 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）

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） 実施なし。

（強化） 専門家を講師に食品衛生関係啓発（セミナー）事業を実施し、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） 地域出前講座、若年層向出前講座をを実施し、消費者教育を促進し自立した消費者の育成を図る。

（強化）
①地域向け出前講座専用のスクリーンを購入し事業強化するとともに、当市最大のイベント「とよなか祭り」に啓発ブースを設け市民への
啓発を図る。②若年層向出前講座(21年度基金事業の継続)の実施。③消費月間行事の充実（襷および、配布用啓発グッズ作成）④啓
発事業の活性化（当施設のキャラクター着ぐるみ作成、啓発用教材購入(ＤＶＤ)

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

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

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

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）
①本施設内には、パンフレットラック設置、市内公共施設にパンフレットスタンド設置なし、パンフレット等の配布のみ実施。情報提供用
モニター設置なし②市内電車の駅に広告は実施なし。　③車両１台で地域向け出前講座及び、多重債務者生活相談者宅等への出張
相談を実施。

（強化）
①市内公共施設内に専用パンフレットラックを配置及び、本施設内に情報提供用液晶モニターを設置し情報提供を強化する。②市内
電車の駅に広告を実施・市内路線バス車内のﾓﾆﾀｰ放送を流しセンター周知を強化する（5月消費者月間に合わせて実施予定。）③車
両２台で地域向け出前講座及び、多重債務者生活相談者宅等への出張相談を実施し、センター機能強化する。

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存） 実績なし

（強化）
多重債務者生活相談にかかる相談者への事後調査を行うことにより、相談後の実態調査を把握し、事務事業の評価と今後のあり方を検
討する。



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 ○ 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

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 7      人 平成23年度末予定 相談員数 7      人

7      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 -6,249         千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 7      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 66,290         千円 20年度差 8,816           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年度の消費者行政予算 71,842         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,552           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 72,539         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,829           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 78,368           千円

平成20年度の消費者行政予算 57,474           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,059             2,059                -

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
消費者教育・啓発用DVDソフトの購入
自治会・町会用 啓発回覧板の作成

758               758                   
消費者教育・啓発に用いるDVDソフトの購入  11千円
啓発回覧板の作成(3千部)  747千円

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 弁護士との相談業務委託 600               600                   顧問弁護士契約に基づく相談業務委託料

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） 相談員の研修会参加支援 310               310                   研修会参加旅費・研修会参加負担金

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）

来所者・相談者への情報提供の簡便性の向上
消費生活センター収納スペース有効活用
消費生活相談関係法律書等参考図書の整備
啓発マグネットシートの作成

391               391                   

パンフレットスタンドの増設  41千円
アルミ製上枠付踏台  11千円
消費生活相談関係法律書等参考図書の購入  50千円
啓発マグネットシート(1種類、1万枚)の作成  289千円

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）

272043 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 大阪府 市町村名 池田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
啓発用ＶＨＳテープ(購入、メーカー等提供品)を保有しているが、現状にそぐわなくなってきており使用することがなくなってきている
相談件数は伸びてはいるものの、市民への消費生活センターの設置および設置目的が十分には周知できていないように思われる

（強化）
最新の情報を盛り込んだ啓発用ＤＶＤを購入し、消費者教育・啓発に活用する
消費生活センターのさらなる周知のため、自治会や町会が回覧を回すときに使用する台紙にセンターのＰＲを記載したものを作成し、希
望団体に配布することによりセンター設置の周知を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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宿泊を伴う研修（３日間）等に相談員４名が参加する

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年度に弁護士と顧問弁護士契約の締結を行い、相談員に対し法律相談を行っている

（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

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）

配布用チラシ等を会議机の上や低いパンフレットスタンドに並べており、見にくく、取りにくく、乱雑になる状況にある
22年度で消費生活センターの内部改修工事を行い、壁面に収納棚を設置している
必要とする法律関係書等参考図書を整備しているが、発行年度の古いものが増えてきており、用をたさない状況になりつつある
市民の消費生活を守るためにも、より手軽に消費生活センターを活用してもらえるようＰＲを行う必要性を感じている

（強化）

パンフレットスタンドを増設し、展示機能の強化を図るとともに利用者の使い勝手の向上を図る
壁面収納棚・パンフレットスタンドを有効に活用し、利用者の利便性向上を図るため踏み台の設置を行う
最新の法律書等参考図書を取り揃え、相談業務に活用する
消費生活センターの存在が常に市民の目に触れるよう、冷蔵庫等の鉄製機器や家具に手軽に貼付可能な小版のマグネットシート「セン
ターのＰＲ・センターの所在地・電話番号」を作成し市民に配布することによりセンター設置の周知を図る

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

⑱消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）



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 ○ 府や国民生活センター等が主催する研修会参加のための旅費を支給

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      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 1,074           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 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 12,323         千円 20年度差 742             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 14,382           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,059           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）対象外経費 11,249         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,800           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 17,049           千円

平成20年度の消費者行政予算 11,581           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 9,063             9,063                -

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
①消費生活サポーター養成講座及び同講座上級編
②訪問販売お断りシールの作成及び全戸配布

6,469             6,469                
①講座開催委託料
②シール作成印刷経費及び配布委託経費

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

都道府県名 大阪府 市町村名 吹田市 自治体コード 272051 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） センター内の机等備品一式、図書購入他 1,583             1,583                備品購入費、消耗品費、印刷製本費

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士による勉強会 189               189                   報償費

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） 国セン研修等参加支援 192               192                   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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 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４人についても参加させる　(46,420円、46,120円、47,020円、44,050円各1人、研修参加受講料　2,140
×3人、1,420円×1人)

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 相談員が電話で顧問弁護士から随時アドバイスをうけることが出来るような事業はこれまで行っていない。

（強化） 相談員が高度な相談を受けたときに電話で顧問弁護士から随時アドバイスをうける　　(月額52,500円×12か月＝630,000円)

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

（強化） 相談員の弁護士による勉強会。(1回3時間の勉強会を行う　63,000円×3回=189,000円)

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）
当センターは昭和55年開設で当時から使用する設備も多いことから、老朽化により使用に耐えない、または使用に危険が伴うものが多
い。

（強化）

出前講座の会場に行くため等に使用する自転車(1台）。
相談者が持参等した商品等を撮影し斡旋等の資料に使うため用のデジタルカメラ（1台）。
消費者行政関係書籍の購入。
個人情報流出防止のための鍵付き保管庫。
開設当初から使用し引出しの不具合等で使用に耐えなくなってきている机(8台)。
Ｂ５ファイル対応により相談関係書類の保管に支障をきたしていたサイドキャビネット２段用(8台)について移動式を購入し、出勤体制に
応じた机の場所に移動することができ更に事務効率の向上につながるようにする。
啓発物陳列用オープン書庫(2台)。啓発物陳列用雑誌架(1台)、啓発物陳列用カタログスタンド(1台)。
老朽化による損傷が激しく怪我をする恐れのある相談用テーブル（2台)、椅子(8台)を新たに購入する。
相談用パーティション(1台)。
啓発物陳列台の上の空いたスペースに設置し尐しでも多くの啓発資料を掲示するための卓上パンフレット台(2台)。
啓発物用パンフレットスタンド(2台)。
センター内の壁がコンクリート及び石膏ボードのため相談員用の回覧物や国、府等からの文書を貼りだす個所がないためマグネットで掲
示できる相談員用の掲示板(1台)。
悪質業者等との三者面談時の会話を録音し今後の斡旋業務に活用ICレコーダー（1台）。

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）



⑱消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） 消費生活についての基礎知識を学ぶ消費生活サポーター養成講座等はこれまで開催していない。

（強化）

【委託料】①消費者被害を防止し更には消費者活動等に協力していただけるように、消費生活基礎知識を学ぶ消費生活サポーター養
成講座を開催　各2時間で12回実施　1,810,062円。
②内容をより充実させた消費生活サポーター養成講座の上級編を実施、対象は消費生活サポーター養成講座の受講者とし各2時間で
5回実施　1,126,462円。
③悪質業者に対する予防手段として訪問販売お断りシールを作成する。全戸配布委託料165,600部配布で1,178,585円。
【印刷製本費】訪問販売お断りシールを作成する。166,000部作成で2,353,050円



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 ○ 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

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      人 平成23年度末予定 相談員数 6      人

6      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 -1,786         千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      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 28,224         千円 20年度差 4,140           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年度の消費者行政予算 37,287           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,063           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 30,010         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,555           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 33,565           千円

平成20年度の消費者行政予算 24,084           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

泉大津市 自治体コード

350               350                   プロジェクター・スクリーン購入、図書、ＤＶＤ等購入

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談コーナーの機能強化

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

272060都道府県名 大阪府 市町村名 平成 23 年度

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）

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
地域消費者リーダー養成講座

1,290             1,290                
高齢者向け、中学生向け消費生活啓発物作成
講師謝礼、テキスト代

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 非常勤相談員１名を新規採用（２年目） 996               996                   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）

⑱消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 - 2,636             2,636                -



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） これまでに同種の事業は実施していない。

（強化） 常設化した相談コーナーの機能を強化するため、プロジェクター・スクリーン・図書・ＤＶＤ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ﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
これまでに同種の事業は実施していない。
地域消費者リーダー養成講座（５０名程度）を３回開催（平成２１年度より）

（強化）
新たに高齢者向けの悪徳商法被害防止のための啓発物(15,000部）を作成、中学生向け啓発物（2，800部）を作成する。
地域消費者リーダー養成講座（５０名程度）を３回開催（３年目）

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（平成２０年度）

（強化） 非常勤相談員１名を新規採用（２２年度より）

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       432                 

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       996                 



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

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

3      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

平成20年度の消費者行政予算 2,597             千円

平成22年度の消費者行政予算 4,718             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,064           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

平成23年度の消費者行政予算 5,314             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,636           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 996               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 2,678           千円 20年度差 81               千円

相談員数 -      

前年度差 24               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 相談員数

3      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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 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） （卖位：千円） （卖位：千円）

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（弁護士同席で、相談員の
研修として位置づけ無料法律相談を実施する。)

768               768                   弁護士の派遣経費

合計 - 23,211           23,211               -

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 消費生活相談の体制を強化 3,005             3,005                
１名増員となった相談員の報酬(報酬・時間外手当･社会
保険料・その他)

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 18,591           18,591               

悪質商法等による消費者被害の未然防止のための啓発用パン
フレット及びマグネットの全戸配布(印刷費及び全戸配布委託
料)、ポスターの掲出(市営バスの車内及び車外、阪急高槻市内
３駅)、回覧板作成費、訪問販売お断りシールの作成(印刷費）

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）
相談員の更なるレベルアップを図るため、国民生活
センター及び府開催の研修会に参加

217               217                   
近隣市研修会及び国民生活センター宿泊研修会の参加旅費・
研修会負担金

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）
改修した相談ブースへの緊急警報機器の設置及び相談
カウンターの改修

630               630                   
緊急警報機器の設置(機器の購入・取付け費用)、
相談カウンターの改修

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）

272078 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 大阪府 市町村名 高槻市 自治体コード



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４名(平成20年度末)

（強化）
相談内容が複雑化・多様化する中で迅速かつ適切に対応できるよう、また、PIO-NET入力に要する時間の短縮を図るために、平成22年
度より相談員を１名増員する。

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）
公民館やコミュニティセンター等に配布している消費生活センターニュース「消費者ひろば」にて、消費者被害の未然防止を呼びかけて
いるが限られた市民のみの購読である

（強化）
多くの市民に啓発できるよう、悪質商法等消費者被害の未然防止のパンフレット及びマグネットを全戸配布し、また、回覧板を作成する
ことにより定期的に市民の目に止まるようにする。市営バス及び阪急電鉄の高槻市内駅(３駅)にポスターを掲出し、消費者被害の未然防
止に努める。

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）

⑧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の研修会に１名参加

（強化） 国民生活センター開催の研修会に４名参加及び府開催の研修会に参加

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） 相談ブースを改修し、相談者が周囲を気にすることなく相談できる場を確保した

（強化）
相談場所は確保出来たが、相談員の安全面は不十分であるため、相談ブース及び相談カウンターに緊急機器を取付け、相談カウン
ターは奥行きを持たせ安全面の強化を図る。また、相談カウンターにおいてはプライバシー保護に関して不十分であるため、相談カウン
ターの改修を行う。

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

1       3,005              

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       1,392              

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

⑱消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） 既存の事業は、なし。

（強化）
消費生活に関する弁護士相談会(月２回、午後１時３０分～午後４時３０分)を、需要があるため継続して実施する。また、相談員の更なる
技術力強化を図るために、相談員が同席しての相談会として実施する。



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 ○
相談員の更なるレベルアップを目的に、研修に参加するために必要な交通費・研
修費・教材費を支援する

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      人 平成23年度末予定 相談員数 5      人

5      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 4,723           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 5      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 28,973         千円 20年度差 12,147         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 47                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,005             千円

平成23年度の消費者行政予算 52,184           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 23,211         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 24,250         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,398           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 28,648           千円

平成20年度の消費者行政予算 16,826           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

27208 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 大阪府 市町村名 貝塚市 自治体コード

合計 - 2,845             2,845                -

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
小中学校及び青年層を対象とした消費者教育の実施、ま
た、市民向け啓発活動

2,444             2,444                

小学生・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消費者啓発のた
めの講演会の開催に関する経費、また、消費者相談コーナー周
知のための啓発グッズの作成費等

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） 行政職員・相談員研修参加支援 244               244                   旅費・研修参加費

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） 消費者相談コーナーの環境の整備、及び機能の充実 157               157                   備品購入費

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）



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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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

（強化）
小中学生向け消費者読本を購入または印刷し、小・中学校の授業等で消費者教育を行なう。また、新成人向け消費者トラブル回避マ
ニュアルを購入して対象者に送付し、啓発を実施。さらに市民を対象に、講師を招いて消費者啓発の講演会を開催。消費者相談コー
ナーの周知を図るため、マグネット等の消費者啓発グッズを作成し、市民に向けて配布を行なう。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（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） 国民生活センター等が開催する研修への参加を支援（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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 商工観光課内に消費者相談コーナーを設置し、消費者相談を実施

（強化） コーナー業務の充実を図るため、プロジェクター、スクリーン、ケーブル等の備品を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

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

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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 ○

④その他

人

うち定数外の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

相談員数

相談員総数 3      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

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

20年度差 8,913           千円 前年度差 1,430           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,807           

千円

平成22年度の消費者行政予算 15,781           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,491             

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

3      人

相談員数

平成22年度末

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

3      人 平成23年度末予定 相談員数

-                  千円

15,404         千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

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 2,845           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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,974         千円

18,249           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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円



市町村事業計画（案）

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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 18,033           18,033               -

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
消費者被害の未然防止のため、啓発冊子及び啓発用マ
グネットシートを市内全所帯に配布する。

12,716           12,716               

・啓発冊子　　　　　　       ８０,０００所帯   ９,２４０,０００円
・啓発用マグネットシート  ８０,０００所帯   ２,６８８,０００円
・配布委託料　                                    　７８７,５００円

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。

228               228                   消費生活相談員・行政職員等研修講座への参加 ２２７,４９０円

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）

・消費生活センターの機能強化及び充実を図るため、機
材・事務用機器を設置する。
・消費生活センターと他課の連携を強化するため、消費
生活センターを本庁舎内に移転する。

5,089             5,089                

・パソコン　　　　　　１台　　　　　　　　　　　　　　      １６８,５００円
・加入者回線終端装置　１台 　　 　　　　　　　  　     １８,０００円
・消費生活センター周知の為のプレート　２枚         １４,０００円
・消費生活センター周知の為のマグネットシート １枚  ６,０００円
・消費生活センター移転に係る費用                ４,８８２,５００円

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）

272094 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 大阪府 市町村名 守口市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
消費者被害の未然防止の観点から、国民生活センター等が発行する冊子や市作成のチラシを市消費生活センター、本庁窓口、公民館
へ配布している。

（強化）
市内全世帯に対して悪質商法等の啓発冊子及び啓発用マグネットシートを配布することにより、より広く市民に対して消費生活センター
の周知と消費者トラブルに係る注意喚起を行う。

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） 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。

（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。（消費生活相談員及び
行政職員の研修講座への参加支援　４回分）

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）

・本市においては、市民サービスの観点から従来より市民に対してパソコンの使用を許可することにより、消費生活情報の提供を行って
きたが、現在、機種も古くスムーズな画面展開にも支障をきたしているため、休止の状況にある。
・相談内容により他課で再び相談する場合離れた市役所へ行く必要がある。
・センター移転後の住所等を広報紙及び市ホームページ等で周知しているが、周知が十分ではない状況。
・現在使用中の加入者終端装置は停電には対応していない。

（強化）

・基金を活用することにより、パソコンを購入し市民サービス向上の観点から、パソコンを活用した消費生活情報の提供事業を再開する。
・市民相談のうち消費生活にかかわるものについては消費生活センターへ引き継いでもらうなど、他課との連携強化で市民の利便性を
上げる。
・来庁された市民に移転後のセンターの場所を視覚的に分かり易くするために、周知に係るマグネットシート及びプレートを配備する。
・停電にも対応した加入者終端装置を設置し、停電時の電話相談の受付を可能にする。

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

⑱消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）



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 ○ 消費生活相談員・行政職員等研修講座への参加支援（４回分）

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

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 -76             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 55,042         千円 20年度差 -10,611       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年度の消費者行政予算 73,075           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 18,033         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

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,597           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 59,715           千円

平成20年度の消費者行政予算 65,653           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 15,522           15,522               -

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
大規模講演の開催、出前講座用教材の購入、地域啓発
リーダーへの啓発活動教材の提供。啓発用リーフレット等
作成配布。

2,230             2,230                
報償費、消耗品(啓発用教材としてのパンフレット、書籍など)、
印刷製本費

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） 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

50                 50                     書籍

⑧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 345               345                   研修参加支援（旅費、参加負担金）

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）

情報提供スペース拡充、相談ブース増設、研修室の多目
的利用対応等事務所内設備改修、鍵付き保管庫購入に
よるセキュリティ強化、相談業務用備品の拡充、地域ケー
ブルＴＶ、FM放送によるＣＭ放送による広告

12,897           12,897               
工事請負費、備品購入費（雑誌架、ロッカー、机、椅子、パネ
ル、デジタルカメラ、DVD等）、委託料

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）

27210 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 大阪府 市町村名 枚方市 自治体コード



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）
（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）
定期的な大規模講演の実績なし。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。啓発
ステッカー等の大量作成・配布実績なし（「悪質な訪問販売お断り」ステッカーの不定期作成・事務所内での配布のみ実施）

（強化）
大規模講演の実施により教育・啓発の強化を図る。国民生活センター等が作成している講座用教材（書籍）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。啓発リーフレット等の大量作成配布により啓発強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

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） 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名分増やし、全ての相談員が年度内に参加できるようにすること、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）

（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） 弁護士等の有知識者による研修を２回程度開催するとともに、専門書購入により相談員の力量を強化する。

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

情報提供用のスペースが飽和状態である。排煙用窓しかなく事務室内全体が暗く高齢者にとっては文書を作成する場合などに支障が
ある。50人収容規模の研修室や、雑誌架等で区切ったスペースを相談コーナーとして活用しているが効率が悪く、声が漏れるなどプライ
バシー保護や安全面で支障がある。貸出しビデオ等の視聴場所がない。鍵の無い保管庫で相談カード等を保管しており個人情報保護
の観点で支障がある。センターのCM等の実績なし

（強化）

風除室を撤去し自動扉のセンサー改修を行い、机・椅子・DVDラック等相談業務用を備品を配置し情報提供スペースの機能を拡充す
る。センター室内の照明器具及び内装を改修することで照度をアップし、研修室内に可動式パーテーションを設置し、ビデオ等の視聴
や小規模研修など消費者が多目的に利用できるよう機能を強化する。相談専用個室増設とともに各相談スペースでのパソコン活用がで
きるようLANケーブル端子増設で機能強化する。鍵付き保管庫活用によるセキュリティ強化する。また地域ケーブルTV等によるCM放送
を活用し、センターに対する市民の認知度を強化する。

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

⑱消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）



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 ○ 国民生活センター主催等の研修への参加支援（旅費、参加負担金）

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      人 平成23年度末予定 相談員数 6      人

6      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 667             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      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 40,142         千円 20年度差 6,878           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年度の消費者行政予算 55,664           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,522         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 39,475         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,668           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 47,143           千円

平成20年度の消費者行政予算 33,264           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,691             2,691                -

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 消費者講演会及び出前講座等に活用 1,814             1,814                
消費者講演会(592,500*1)「講師謝礼500,000円、舞台看板37,800円、会場借り上げ54,700円」
くらしの豆知識の購入(241.5*2.500=603.750)、
ブルーレイレコーダー(64,575円)、プラズマディスプレイ(259,350円)、大判プリンター(293,790円)

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）

 

⑧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） 248               248                   旅費（247,340）

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） 消費生活センターの相談窓口の案内及びセンター周知 629               629                   
センター周知用ボールペン(42＊5,000)、クリヤーホルダー(69.3*1,500)
路線バス内放送(315,000＊1)

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）

272116 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 大阪府 市町村名 茨木市 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）

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） くらしの豆知識は毎年、市予算で2,000冊購入し、さらに２年前から活性化事業で2,500冊追加購入しています。消費者講演会も実施している。

（強化）
大判プリンターは、啓発展示室のパネルや出前講座の資材の作成。プラズマディスプレイ、ブルーレイレコーダーは、主催講座の録画を映したり、貸出DVDの内容確認
に使用。　　くらしの豆知識を2年前より活性化事業で2.500冊追加購入して、出前講座やイベント時に配布。消費者講演会も引き続き啓発活動の一環として開催する。

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） ２年前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尐ない。

（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。

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）
センター周知用ボールペン･クリアホルダー(h22はマーカー、クリアホルダー)

（強化） センター周知のためネーム入りボールペン、クリアホルダーを購入。路線バス車内での放送でセンターの周知を行う。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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、府主催等の参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 5      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

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 5      人 平成23年度末予定

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

千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 5      人 平成23年度末予定 相談員総数 5      

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 24,575         千円 前年度差 1,633           

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,691           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 22,942         千円

平成23年度の消費者行政予算 27,266           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,542           千円

平成22年度の消費者行政予算 26,484           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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,224             4,224                -

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

               410                    410

悪質商法被害防止のための地域連携会議及び研修会を開催
（消費者団体に委託予定）
委託料積算根拠（研修会講師料等、交通費、出席者調整費、
広報啓発費、消耗品費等）

⑱消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

               887                    887
・展示・啓発コーナーの設置（本棚12（4千×3）、テレビ等260、
テレビラック70、DVDプレーヤー45、冊子・DVD等500、）

⑭商品テスト強化事業

都道府県名 大阪府 市町村名 八尾市 自治体コード 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

272124 平成 23

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） 消費生活センター機能強化のための環境整備              2,894                 2,894

・相談室の防犯用ライトボタン設置90（30×3）
・イメージキャラクターの作成と人形等製作378
・ノートパソコンの購入432（108×4）
・センター周知用粗品（マグネット609（4千個）、カード88（22円×
4千枚）、ステッカー141（1万枚）、ティッシュ100（1万個）等）※セ
ンターの住所変更のため
・センター広報付回覧板の作成・配布130
・マガジンラック11　・啓発タオル800
・パンフレットスタンド45　　・複写機70

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）

相談員の研修参加、研究発表会等への参加支援                  33                      33 旅費、研修費、会費、教材費等⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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



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） 昨年度連携会議を発足したが、臨時的意味合いが強く、定着していない。

（強化）
消費者被害防止のための連携会議及び研修会を今後も継続していくため、H23年度も開催する。会議の開催事務は消費者団体等に
委託し、研修会講師料等、交通費、出席者調整費、広報啓発費、会場費、消耗品費相当分を委託料として支払う。

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）

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） 啓発活動のための設備等については、予算の範囲内で執行する。

（強化）
消費生活関連の展示・啓発コーナーを庁舎内に設置する。①来庁者が閲覧できる消費生活関連冊子・資料を購入し、本棚に並べて一
般公開する。②消費者啓発用のモニター（及びラック）を購入・設置し、啓発ビデオを常時上映する。そのための啓発ビデオ・DVD及び
プレイヤー等を購入する。

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） 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。

（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回程度参加するとともに、その他相談員レベルアップ研修にも年12回
程度参加できるよう旅費等を支給。

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） 専門家の意見を必要とする機会がなかったため、今年度は事業を実施しない。

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）
消費生活センターの移転に伴い、センターの所在地等の周知が必要となっている。また相談室内での危機回避のため防犯設備を整え
る必要がある。また庁内ランに依存するネット環境ではすべてのサイトを見ることができず、相談業務が停滞している（解消するために専

（強化）

新しい消費生活センター周知のために、イメージキャラクターの作成を発注し、センター周知用のグッズ（マグネット、カード、ステッカー、
ティッシュ、タオルなど）を作成・配布し、パンフレットスタンド、マガジンラックを活用し、啓発強化を図る。また回覧板等を作成し、セン
ターの周知などに活用する。防犯については、相談室用の防犯ライトボタン3台（部屋数分）等を購入し、万一の危険から相談員を守る
設備を整える。またセンター専用ノートパソコン、複写機を購入する。

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

④その他

②研修参加支援 ○ 自主参加研修（自己啓発）の旅費を支援

③就労環境の向上 ○ 相談室の確保

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

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 -      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 7,772           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 20,854         千円 20年度差 13,102         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年度の消費者行政予算 25,078           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,224           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

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,997           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 21,079           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,752             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

都道府県名 大阪府 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

市町村名 泉佐野市 自治体コード 27213

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） 消費生活センター周知活動、機能強化。 6,565             6,565                センター機能強化機材、センター啓発費、周知グッズ・チラシ等購入。

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） 相談員の研修参加支援 50                 50                     研修旅費

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 食品安全に関するチラシ購入・講座開催 17                 17                     食品安全に関する図書購入・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。 6,485             6,485                
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。）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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 - 13,117           13,117               -



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尐。

（強化）

单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。

センター案内板・・单海泉佐野駅前公衆トイレにセンターの場所を示した看板を設置し、バス・タクシー・自転車等を利用する人へ周知を
図る。またセンター行事等を告知するスペースを作り、啓発も同時に行う。 　@67,725円×１＝67,725円(取付費含む)

センター掲示板・・JR日根野駅構内にセンター及び消費者講座等の広報用看板を設置し、駅を利用する人へ周知を図る。
　　Ｂ１掲示板　@45,000円×１＝45,000円、取付費　＠5,000円×１＝5,000円　　　合計　50,000円

常設パネル設置用パネル（30枚＋部品一式）・・市役所市民ロビーにて消費生活パネルの常設展示（他行事ない期間年間１５０日程
度、それ以外は、市内公共施設や商業施設への出張展示も行う。
　（パネル：W860×H1760　24,990円×30枚＝749,700円　/　部品：丸ベース7,218.75円/ポール11,229.75円　各40個　計737,940円　/
専用台車　102,900円×３台＝308,700円　／　ワイヤーフック　2,693.25円×60個＝161,595円）　合計　1,957,935円

ポスターパネル（A1サイズ：2,205円/1枚　計30枚　66,150円＋吊下用クサリセット252円×30個　7,560円　計73,710円）

資料保存用・・ファイリングキャビネット（40,950円/1台）　資料廃棄用・・シュレッダー（54,495円/1台）

センター啓発用品：啓発グッズ（地場産タオル：センター名Tel等入り）　（作成個数：消費生活センター事業4,000　街頭啓発6,000　若年
者啓発10,000　高齢者啓発10,000）　　（30,000枚作成　＠1200枚／144,396円×25＝3,609,900円）

センター共益費@44,285×12月(4月～3月)　531,420円

センター啓発パンフレット（A４　３折　カラーコート　データ渡　@5.943/1部　30,000部　　178,290円）

総合計　６，５６４，４２５　円

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。

（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49,280円　（参加回数32回、大阪府消費生活Ｃ基
準（1,540円/1往復）、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：啓発図書（10,010円）
　　　　　　　食の安全講座（講座＋料理教室：　会場費3,200円/1回　一般向け1回　子供向け1回　計2回　＝6,400円　）
総合計　１６，４１０円

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。
啓発講座用機材
　　プロジェクタ（141,435円/1台）・スクリーン（32,550円/1台）
　　アンプセット（アンプ：120,750円＋チューナー：31,500円＋ハンドマイク×２：48,300円＋ピンマイク１：27,300円　計227,850円　）

市内啓発用回覧板作成・・5,000部作成（費用@277.2×5,000＝1,386,000円）

啓発資料配布用（紙袋）・・啓発時に資料等と一緒にセンター啓発を兼ねた紙袋（外面にはセンターPRの文言の印刷しておく）を配付す
る。
　　30,000枚（1枚@89.25円×30,000枚＝2,677,500円）
啓発グッズ　センター行事等配布用　マグネット5000個（啓発文入り＠97.65×5000個=488,250円）
　　　　　　　　ティッシュ10,000個（啓発文入り＠11.025×10,000個＝110,250円）
　　　　　　　　啓発資料（くらしの豆知識　＠220円×5,000部×1.05＝1,155,000円）
啓発講座：啓発講座講師謝金10,000円、講座開催時一時保育8,000円（@4,000円×2名）、
　　　　　　　講座会場使用料18,400円（2,800円×1＋5,200円×3回）
啓発活動：啓発パンフ（パンフレットスタンド用）購入分　（国セン（@8.24×5000部＋1,400円（名義梱包送料））×1.05×2種類＝89,460
円）
啓発チラシ自主作成用紙代（パンフレットスタンド用　500枚/1段　1列4段×9台、2例4段×3台、3例4段×15台
　　　　　　　計240段×印刷内容総入替2回＝480　480×93.75＝45,000枚）
　　　　　　　（（5,250円/2,500枚）×2＝10,500円）+（（4,987.5円/2,500枚）×16＝79,800円）＝90,300円
啓発チラシ印刷用プリンタインク4,211円/1セット　5セット　21,055円
啓発図書：啓発展示図書28,563円

総合計　６，４８４，６１３　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）

⑱消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 7,217             千円

平成22年度の消費者行政予算 7,846             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,746           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,100           千円

平成23年度の消費者行政予算 34,758           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,117         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 532               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 21,641         千円 20年度差 14,424         千円 前年度差 16,541         千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 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

平成23年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数

相談員数 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 6      人

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

④その他 ○ 相談内容音声メモ可（通話録音含む）による相談環境の向上とトラブル回避

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 ○ センター改修による就労環境の向上。



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,964             4,964                -

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する為、相談窓口を週３日から週
５日へ拡大。PIO-NETを導入し、相談を受けた日に入力
できるよう相談員の勤務時間を1日当たり１時間拡大する

1,162             1,162                
相談件数の増加に対応する為、相談窓口を週３日から週５日へ
拡大。PIO-NETを導入し、相談を受けた日に入力できるよう相
談員の勤務時間を1日当たり１時間拡大する人件費

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啓発回覧板作成費、HP
の新規作成、交通バスによる相談業務の周知

2,162             2,162                
出前講座、くらしのナビケーター派遣事業の開催や、町会（自治
会）の回覧板製作等及び交通バスによる相談業務の周知、HP
作成委託料、講座時の音響セット備品購入費

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） 相談員、行政職員の研修参加旅費 159               159                   参加費（研修費）及び旅費

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）

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）
相談業務を週３回から５回へ充実および相談室の改修、
相談室に必要な参考資料の購入費

1,481             1,481                センター化に伴う相談室の改修、事務備品、参考資料の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

272141 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 大阪府 市町村名 富田林市 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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談業務週３回（５時間）

（強化） 相談業務を週３回から週５回へ充実、PIO-NET導入に伴い入力作業のため１時間延長

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）
くらしのナビケーターや出前講座の開催は十分に行ってなかった。講座で使用する音響セットや回覧板の製作、消費者関連のHPはな
し

（強化）
くらしのナビケーター（2回）や出前講座（１回）の開催と町会（自治会）へ配布する消費者問題啓発回覧板（3500部）の製作、消費者から
の問合わせの多い事例などのQ&Aやメール相談に対応するプログラムやCMSを導入し新にHPを開設、また市内巡回近鉄バスへの広
告掲載、リーフレットの配布、講座で使用する音響セットの購入

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター(相模原)専門・事例講座不参加

（強化） 相談員、行政職員の国民生活センター相模原(2泊×2人、)等の研修参加支援

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）

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） 相談業務週３回（１日５時間）

（強化）
相談業務週３回（１日５時間）を週５回（１日６時間）に拡充する。センター化に伴う相談室の改修（相談室仕切りパネルの購入設置、事務
机・椅子・ローカウンター・電話台・シュレッダー・ICレコーダー、参考資料等の購入）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       1,162              

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       528                 

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

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 ○ 旅費の支援

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

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 1,835           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 3,803           千円 20年度差 2,028           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 1,163             千円

平成23年度の消費者行政予算 8,767             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,964           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 1,968           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 767             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,735             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,775             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 11,824           11,824               -

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 消費者啓発の充実 2,708             2,708                訪問販売お断りシール全戸配布、シリーズ消費生活講座開催

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 食品表示の啓発 145               145                   啓発用パネル・パンフレット

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） 相談員の研修参加費用 126               126                   国民生活センター主催相談員研修等に参加

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） 施設機能及び相談窓口機能の充実 8,845             8,845                
①（２階）会議室備品(机･椅子・エアコン）、床張替改修
②（１・２階）壁クロス・天井張替、照明器具取替
③外壁防水・補強・塗装改修、屋根防水･補強・塗装改修

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）

272159 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 大阪府 市町村名 寝屋川市 自治体コード



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）

（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） 国・府等関係機関発行資料を活用

（強化） 食品表示の啓発パネル・パンフレットを作製し、啓発の充実を図る。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
①手づくり訪販お断りステッカーを出前講座やエコフェスタで配布、年間1,200枚が限界であり、悪質訪販撤廃には不十分であった。
②消費生活講座（上期・下期ごと募集　40人×11回）は、卖発の講義型の為、自立した消費者の育成が充分とはいえなかった。

（強化）
①従来ステッカーとは別途、訪販お断りシールを警察署との連名で全戸配布(107,800部）し、効果的に悪質訪問販売の撤廃を図る。
②従来型とは別途、シリーズ消費生活講座（年間60人×12回）を参画型で開催し、啓発・教育の充実と地域リーダーの育成を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 国民生活センター主催相談員研修等参加((1人）

（強化） 国民生活センター主催相談員研修、弁護士会等関係機関主催の事例研究・法改正説明会等への参加(４人）でﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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）

①２階会議室床面ピータイル張りで、使用時の振動・きしみ音が階下に響き、相談者が相談に集中できない等、苦情が寄せられていた。
また、机・椅子の破損も著しく重量も過多である為、収容人数を制限して講座の開催等を行ってきた（４０人）。
②室内の窓が小さく高い位置にあって照度が低い為、高齢の相談者等から書類の文字が読み取りにくい等の苦情が出ていた。
③内外壁亀裂や雤漏り等による支障で施設内環境が悪化、安全・安心・快適な施設・相談環境への改善が求められていた。

（強化）
①床をカーペット貼りにして階下への衝撃の緩和を図る。机・椅子を軽量化し、収容人数増(講座受講生：６０人）を図る。
②壁クロス張替え・天井張替え、照明器具の取替えで、室内環境の快適性向上と照度アップを図る。
③屋根・外壁の亀裂・雤漏りの補修（防水･補強・塗装）を施し、センター施設機能の強化並びに相談環境の改善・充実を図る。

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

⑱消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）



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

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      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 1,661           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 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 20,917         千円 20年度差 1,721           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年度の消費者行政予算 32,741           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 11,824         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

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,964           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 28,220           千円

平成20年度の消費者行政予算 19,196           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,866           7,866              -

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

１）消費者被害未然防止事業(注意喚起・啓発)
・消費生活啓発用回覧板を作成し自治会に配布
・消費者被害防止のため啓発用カレンダーを作成して全戸配布
・啓発用パンフレットスタンドを設置し、冊子・リーフレットを配架
・消費者教室・出前講座等での啓発用展示パネルの作成
・消費者教室や街頭啓発促進物品（悪質商法撃退マニュアル、
三角ようじ、エコマグネットバー等）の作成・配布
・街頭啓発用のぼり旗・のぼり竿の作成・購入
・センター案内パンフレット及びダイレクトメール封筒の作成
２）消費者啓発用機器等の購入(講座等の充実)
・講座等啓発用機器（DVD他）及びソフト、収納ラック等の購入
・大型紙芝居舞台
・小学生消費者教室等の教材用「塩分計」購入
３）消費者啓発用専用車両等の購入(啓発事業の充実)
・消費者啓発用専用車両の購入及び公用車貼付用マグネット
シートの作成・購入

6,789           6,789              
消費者教育・啓発に必要な啓発物品、機材、事務用機器及び消費者啓
発用専用車両

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 ・複雑化･高度化する消費生活相談業務への対応力強化 630             630                 弁護士への顧問契約委託料

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） ・国民生活センター主催の研修参加支援 130             130                 研修参加に必要な旅費、参加負担金

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）

・相談ブースの改善
・消費生活相談業務の充実・能力向上（必要な参考図書を購入、
不良品相談など相談記録等保存用としてデジタルカメラ、ICレ
コーダーの購入）
・センターの機動性向上

317             317                 執務参考図書の購入、機材・事務用機器の設置

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

272167 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 大阪府 市町村名 河内長野市 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）

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）
出前講座の実施や市広報を通じ、消費者被害を未然に防止するための啓発活動を実施しているが開催回数としては尐ない状況にある。平成21年度啓発シール（2種
類、各10,000枚）作成し、公共施設を通じて希望者に配布した。また、啓発標語入り花の種（2,000袋）をつくり、消費者教室、出前講座、市行事の際に配布を行う。

（強化）

１）消費者被害未然防止事業（注意喚起・啓発）①消費生活啓発用回覧板を作成し、市内自治会（3,500班）に配布することにより、消費者被害の相談先・連絡先と
して周知、身近な消費生活センターづくりを目指す。②消費者被害を未然防止するため「悪質商法撃退カレンダー」を作成し、市広報配送業者を通じて全戸配布
（47,150部）を行い悪質商法・手口等を周知する。③市内の大型商業施設及び公共施設にパンフレットスタンド（19ヵ所）を設置し、国民生活センター等発行のリーフレット
（購入）を配架し情報提供を行う。④消費者教室、生活情報展開催時に「消費者啓発パネル」（3枚）展示して、消費者被害に遭わないための注意点を喚起、有効活用を
図る。⑤消費者被害を未然に防止するための啓発促進物品（「わが家の悪質商法撃退マニュアル」（3,000部）、啓発標語入り花の種（3,000袋）、三角ようじ（10,000個）、
エコマグネットバー（5,000個）を作成・配布。⑥「悪質商法にご注意を！」広く消費者（市民）に注意を喚起するため、街頭啓発活動を取り組むための啓発グッズ等の作
成・購入・配布（街頭啓発用のぼり旗30枚、啓発ベスト）、消費者生活センターリーフレット（8,000枚）
２）消費者啓発用ビジュアル機器等の購入（講座等の充実）①ブルーレイ・DVDプレーヤ、レコーダー、ディスプレー、収納ラック（各１台）とDVDソフト、大型紙芝
居舞台（１台）、啓発教材を購入し、消費者教室や出前講座などに活用を図る。②消費者教室や出前講座などに活用するため、レーザーポインタープレゼンマウス購入。
③小学生消費者教室の教材として「塩分計」（3台）を購入する。３）消費者啓発専用車両の購入等（啓発事業の充実）①消費者啓発用専用車両として軽自動車を購
入し、消費者教室や出前講座への講師の送迎、資機材の運搬、パンフレットスタンド設置場所等の巡回用として活用する。②啓発用マグネットシート・「消費生活に関す
るご相談、お問合せ・・・先として電話番号等」（200枚）を作成し、公用車に貼付して啓発を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

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）
平成22年度から、消費生活相談窓口に従事する相談員については、市非常勤嘱託職員として直接雇用する。相談員としての対応能力向上（レベルアップ）を図るため、
国民生活センターが実施する研修事業に2名参加・派遣する。

（強化） 平成22年度に引き続き、国民生活センターの実施する研修事業に２名参加・派遣して相談員全体のレベルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存） なし

（強化）
弁護士と業務委託契約を締結し、複雑化・高度化する消費生活相談・事象に対してタイムリーに相談員が電話で法律に関する相談を行える体制を整える。なお、電話相
談が適さない場合には面談による相談を行う。

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） 平成21年度に相談者のプライバシー保護の観点から相談ブースの改善を行う。

（強化）

相談者用椅子の追加購入（4脚）を行うとともに、資料等収納用ファイリングワゴン（2台）、相談カウンターにプリンターワゴン(1台）及びホルダースタンド(2個）を購入する。ま
た、消費生活相談業務に必要な図書を購入するとともに、相談者から持ち込まれた不良品等の記録保存するためにデジタルカメラ（1台）及び相談者と事業者との斡旋時
の会話を録音保存するためのＩＣレコーダー（1台）を購入して相談業務能力の向上に努める。台車（１台）及び電動ホッチキス（１台）の購入により、センターの機動性を向
上させる。

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

④その他

②研修参加支援 ○
本市の消費生活相談窓口で相談等に従事する者（相談員）の業務能力向上を図
るため、国民生活センターにおいて実施する研修事業（３日間・２コース）に各々1
名を前年度に引き続いて参加させる。

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      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 947             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 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 9,774           千円 20年度差 2,010           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年度の消費者行政予算 17,640         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,866           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 8,827           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 375             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 9,202           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,764           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,864             1,864                -

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

・「くらしの豆知識」希望世帯に配布
・消費者月間用冊子を希望世帯に配布
・出前講座でノートパソコン、プロジェクター、アンプ、マイ
クを使用

798               798                   

・くらしの豆知識　600部の購入費
・悪質商法に関する冊子　1,000部の購入費
・ノートパソコン1台、プロジェクター1台、スクリーン1台、マイク1
本、アンプ1台の購入費

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 ・食に関する冊子を希望世帯に配布 152               152                   ・食品表示に関する冊子　1,000部の購入費

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）

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）

･相談員の国民生活センター研修参加支援（相模原、ブ
ロック内、府内、養成事業実務的研修）
・レベルアップ研修、消費者庁等研修の参加支援
・関西消費者協会研修の参加支援

73                 73                     ・旅費、研修受講料

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）

・複合機、シュレッダー、パンフレットラック、鍵付ワゴン、ラ
ミネーター、非常用警報装置を設置
・図書やDVDを購入
・検診時やイベントなどで相談コーナーの周知を行う
・公用車に相談コーナーの周知用マグネットシートを貼る

841               841                   

・複合機1台+トナー、シュレッダー1台、パンフレットラック2台、パ
ンフレットスタンド2台、鍵付ワゴン1台、ラミネーター1台の購入
費
・非常用警報装置の購入費と工事費
・DVD1枚、図書1冊の購入費
・各種検診時に配布用のグッズ1,０00個の購入費
・イベント時に配布用の文房具１,000個、ティッシュ5,000個の購
入費

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）

272175 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 大阪府 市町村名 松原市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） ・イベント時に、啓発用冊子の配布は行っていない。

（強化） ・食に関するイベント時に食品表示に関する啓発用冊子を配布し、消費者の意識の向上に努める。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
・くらしの豆知識400部を希望世帯に配布していた。
・消費者月間中に、啓発用冊子の配布は行っていない。
・出前講座用の必要物品は、すべて他部署から借りている。

（強化）
・くらしの豆知識を600部増刷し、合計1,000部を希望世帯に配布して、消費者の意識の向上に努める。
・消費者月間中に悪質商法に関する啓発用冊子を希望世帯に配布することで、消費者の意識の向上に努める。
・ノートパソコン、プロジェクターを使用し、出前講座の機能充実を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化）
・相談員の国民生活センター相模原（2日×1人）、ブロック内（1日×1人）、レベルアップ研修（2日×1人）
・消費者庁等研修（1日×2人）
・関西消費者協会等研修（8日×2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）

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）
・事務用機器はすべてなし。
・相談コーナー周知のための物品はなし。

（強化）

・複合機の設置により、スピーディな事務を図る。
・シュレッダーと鍵付ワゴンにより、個人情報の管理に努める。
・ラミネーターとパンフレットラックの設置により、整理整頓された機能的な相談コーナーにする。
・非常用警報装置設置により、安心・安全に相談業務を行えるようにする。
・相談件数が減尐傾向なので、相談コーナーの周知を行う。

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

⑱消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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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 ○

・相談員の国民生活センター相模原（2日×1人）、ブロック内（1日×1人）、、レベ
ルアップ研修（2日×1人）
・消費者庁等研修（1日×2人）
・関西消費者協会等研修（8日×2人）への参加支援

③就労環境の向上 ○
･非常用警報装置の設置により、安心安全に相談業務を行うことができる。
・事務用機器を相談コーナー内に設置することで、機能的な事務を行うことができ
る

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

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 -      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 253             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 5,092           千円 20年度差 338             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年度の消費者行政予算 6,956             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,864           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 4,839           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 382             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 5,221             千円

平成20年度の消費者行政予算 4,754             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 9,425             9,425                -

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 相談員の報酬向上 1,086             1,086                相談員の報酬向上

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育・啓発活動、パンフレット等啓発物品の作成
及び配布

7,003             7,003                
教育啓発講座運営委託料、印刷製本費、備品購入費、会場使
用料、消耗品費（啓発物品）

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 専属弁護士の委託契約 630               630                   委託料

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） 相談員の国センへの研修参加支援 193               193                   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） 事務室及び相談室の充実 513               513                   事務用備品等の購入、書籍・視聴覚備品の購入、緊急報知装置設置

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 大阪府 市町村名 大東市 自治体コード 27066 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）

（既存）
平成２１年度は、６月補正後に７回の啓発講座と７回の出前講座を実施。啓発パンフレット作成・啓発物品の購入。平成２２年度は、消費
者リーダー養成講座の実施。消費生活センターのオリジナルパンフレット作成および全戸配布。くらしの豆知識の購入。市民まつり啓発
のためにうちわの作成および啓発スタンプラリーのための啓発物品購入。

（強化）

　第２期消費者リーダー養成講座（楽ラクくらしUP講座）および、前年度受講者のためのブラッシュUP講座の実施。５月の消費者月間に
て著名人による講演会及びイベント委託事業の実施。
　出前講座等で使用する放送設備（ワイアレスアンプセット・レーザーポインター等）及び寸劇で使用する小道具・のぼり旗・たすきの購
入。　　　　　　　広報用デジタルカメラの購入。
　訪問販売お断りシールの作成及び全戸配布。センターの名前及び悪質商法の手口の記された回覧板を地域に配布し活用してもらう。
消費生活センターのクーリングオフクリアファイルを作成し、キャンペーン時に資料と一緒に配布。若者用・高齢者用のパンフレットの購
入。くらしの豆知識の購入、市民まつりで配布するうちわ及びこども達に市民まつりで消費者問題に触れてもらうために啓発用パネルと
スタンプラリー用啓発物品の購入。
　若者に対する啓発として、成人式に新成人に啓発物品（印鑑ケースに名入れ予定）を配布。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（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。ＰＩＯ－ＮＥＴ２０１０の変
更に伴い、相談カードの作成研修に相談員を参加させ、効果的に運営できるよう努める。

（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。

（既存）

（強化）

（既存） 研修参加支援は平成２１年７月より実施。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）
平成２１・２２年度にかけて、相談室のパーテーション改修工事を行い、それに伴い備品購入し、相談スペースの拡張を図る。消費者六
法等の書籍の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

平成２３年度も相談室の充実を図るため、書籍・電話本体・電話台等を購入（相談室を広く市民に利用していただくようにするために貸し
出し用の図書を購入。DVD貸し出しの際の視聴覚用TV及び再生デッキ・ヘッドフォンの購入。視聴用デスク及び椅子の購入貸し出し用
図書の陳列書棚。相談環境の整備のため電話台・コードレス・スピーカーホン電話を購入）。相談対応中の緊急時に備えて、緊急報知
装置の購入。

（既存）

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）

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



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
（報酬引上げ）

4       

対象人員数計 追加的総費用

4       

自治体参加型

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数

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）

（強化）

（既存）

（強化）

地方消費者行政活性化基金管理運営要領11(3)①イ（ア）に基づき、相談員の報酬の向上を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
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）

実施形態 研修参加・受入要望

（既存） 平成２１年度に市予算により超勤及び出張旅費について限定的（時間・回数制限あり）に向上を図る。

（強化）

人

年間研修総日数 人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

1,086              



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

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人

相談員の報酬を１日に付き１０００円UP

平成23年度末予定 相談員数 4      

①報酬の向上

平成23年度末予定

人

人

相談員数 人

相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

6,723           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

6,714           千円

16,148           千円

9,425           千円

平成22年度の消費者行政予算 10,827           千円

4,113           千円

平成20年度の消費者行政予算 6,489             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

9                 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

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

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

千円

20年度差 234             千円 前年度差

相談員総数 4      人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定

平成22年度末

○

②研修参加支援

③就労環境の向上

○ 交通費の支給



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 8,085             8,085                -

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 勤務日数・時間を拡大する。              4,188                 4,188
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。（報償費、共済費、費用弁償費。）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

・啓発カレンダー・ステッカー・トイレットペーパーの配布。
・市内中学校卒業者へ啓発パンフレット及び相談連絡
カードの配布。
・シンポジウムの開催。
・出前講座用プロジェクター、自立型スクリーンの購入。

             3,150                 3,150

カレンダー（７３，０００枚）・ステッカー（７３，０００枚）・エコバック
（２，５００個）の作製及び配布委託費。中学生向け啓発パンフ
レット（２，５００枚）、保護者向け啓発パンフレット（２，５００枚）の
作製費用。シンポジウムに係る謝礼・交通費・会場借上料・配布
資料代。プロジェクター、自立型スクリーン（各１台）の購入費
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
・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。

               600                    600 弁護士（１名）を活用するために必要な相談支援委託料。

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）

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） ・駅周辺に啓発看板を設置。                147                    147 啓発看板（４基）の作製及び設置費用。

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）

27219 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 大阪府 市町村名 和泉市 自治体コード



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） 【平成２１年度時状況】
勤務日数は週2日（2人）、3日（1人）。

（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）

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及び啓発ステッカーの全戸配布。

（強化）
以下のメニューを実践することにより、様々な場所及び対象者へ効果的に啓発を行う。
①家庭や事業所で使用できる媒体（ステッカー、カレンダー、エコバック）の作製及び配布。②市内中学校卒業者を対象にした啓発パン
フとその保護者向け啓発パンフの作製及び配布。　④シンポジウムを開催。④プロジェクター及び自立型スクリーンを購入。

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）

⑧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） 平成２２年度より弁護士を活用し、相談員の対応力の強化を図っている。（平成２１年度までは、弁護士相談の活用無し）

（強化）
消費生活相談の複雑化・高度化に一層の対応をするため、専門的な知識を有する弁護士を活用し、相談員が受ける専門的な相談への対応力を強化
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）

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） 平成２２年度の同事業により相談業務を遂行するための備品が整いつつある。

（強化） 市内に所在のある駅（私鉄１駅、JR３駅）へ看板を設置する。

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

3       4,188              

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       2,640              

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

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

⑱消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）



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 特に無し

②研修参加支援 特に無し

③就労環境の向上 特に無し

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 特に無し

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

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 -4,619         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 13,815         千円 20年度差 -7,038         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 4,188             千円

平成23年度の消費者行政予算 21,900           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,085           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 18,434         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,793           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 27,227         千円

平成20年度の消費者行政予算 20,853         



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 学校給食食材の放射性物質検査委託事業 38                 38                     学校給食食材の放射性物質検査の委託費

合計 - 2,800             2,800                -

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
消費者教育・啓発に必要なコンテンツ作成、消費者教育・
啓発資料作成

2,142             2,142                
FM番組制作費、消費者教育・啓発シール作成費、消費者教
育・啓発用機器の購入

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）
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

239               239                   研修参加のための旅費、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）

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 381               381                   誘導看板備品購入費

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）

272205 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 大阪府 市町村名 箕面市 自治体コード



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）

（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。ま
た、消費生活センターと建物が離れているため、市役所内での消費者教育・啓発が十分でない。

（強化）

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。同時に、「悪質な訪問販売お断りシール」を高齢者宅中心にさらに配布し、訪問販売に関する被害を未然に防止す
る。（シール４０００枚作成）また、出前講座に必要な機器を購入するとともに、市役所内では随時啓発ＤＶＤを流すことにより消費者教
育・啓発を強化する。

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

（強化）
より多くの消費者行政担当者が研修に参加することでより多くの知識を習得し、受講内容を共有することで相談窓口の強化に繋げる。
のべ５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「全国消費者フォーラム」を受講する。

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）
消費生活センターが入居しているビルは屋上に看板があり建物自体は分かるようになっているが、建物内部が入り組んでおり、ビル１階
入り口から２階にある消費生活センターまでの道順が分かりにくい。

（強化）
ビル１階入り口から２階にある消費生活センターまでの要所要所に誘導看板を設置し、市民が迷うことなくセンターを利用できるようにす
る。（サインスタンド１４台購入）

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

⑱消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）
食と放射能に関する問題の全国的な広がりに伴い、給食で使用する食材に対する保護者の関心が高いが、市として独自の検査をして
いない。

（強化）

学校給食の食材について、全国に流通している食品等は、生産・出荷サイドによる放射性物質の検査に加え、都道府県のダブルチェッ
クも実施されているが、自らも放射性物質のチェックを実施することで、更なる安心安全の体制が構築できる。検査対象は、国等からの
情報により、放射性物質に汚染されている可能性のあるもの、過去に出荷制限や出荷の自粛が求められた地域で生産されたものとす
る。（２回分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 ○ 研修参加によるスキルアップを図り、相談員の能力開発を行う

③就労環境の向上

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      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 176             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 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 11,515         千円 20年度差 52               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年度の消費者行政予算 14,315           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 11,339         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,801           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 14,140           千円

平成20年度の消費者行政予算 11,463           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 6,293             6,293                -

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

①市内各戸に「啓発カレンダー」を配布し啓発用備品とし
て常備してもらう
②回覧板用啓発バインダーを作成し回覧時に啓発する
③啓発講座を開催する
④市民まつりなど多数の市民が集う際に啓発物を配布し
（うちわ予定）被害の未然防止をはかる。
⑤新成人の啓発冊子を配布する

6,160             6,160                

①啓発物品購入費　配布委託料
②啓発物品購入費　配布委託料
③講師謝礼、会場使用料、ちらし製作費
④啓発物品購入費
⑤啓発物品購入費

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）

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） 相談員専用パソコン、ロッカーの購入。新聞・図書の購入 133               133                   消耗品費、備品購入費

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）

271403 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 大阪府 市町村名 柏原市 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）

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） 新成人への啓発パンフレット配布事業と毎月各家庭に配布される広報誌への啓発記事

（強化）

①市内各戸に「啓発カレンダー」を配布し啓発用備品として常備してもらう
②回覧板用啓発バインダーを作成し回覧時に啓発する
③啓発講座を開催する（毎月1回）
④市民まつりなど多数の市民が集う際に啓発物を配布し（うちわ予定）被害の未然防止をはかる。
⑤新成人への啓発パンフレットをさらに充実配布する

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）

（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）

（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） 相談員専用のパソコンがない。書類保管庫が十分でない。消費関係書籍等が十分でない
（強化） 相談室に相談員専用パソコン、書類保管庫を購入し、相談業務の充実に努める。消費経済新聞の購読と参考図書の購入を行う。

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

④その他

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

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 2,690           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 3,493           千円 20年度差 2,672           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年度の消費者行政予算 9,786             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,293           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 803             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 803               千円

平成20年度の消費者行政予算 821               



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,067             3,067                -

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
相談対応、あっせん、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力による事務増大の
円滑化を図る為、相談窓口を週１回拡充

549               549                   報償費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

パンフレットスタンドを市内公共施設に設置し
啓発リーフレット等を配備
くらしの豆知識を希望者に配付
啓発物品作成（印鑑ケース・エコバック）
最寄駅のポケット時刻表で啓発広告

960               960                   

備品購入費
印刷製本費
消耗品費
役務費

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） 相談員・行政職員の研修参加支援 42                 42                     旅費（交通費)受講料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談窓口案内の周知徹底（自治会回覧板作成）
相談事務用備品購入（収納庫・コピー機・シュレッダー）
執務参考資料の充実

1,516             1,516                
印刷製本費
備品購入費
図書購入費

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）

272221 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 大阪府 市町村名 羽曳野市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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） 消費啓発（近畿共同啓発）リーフレットを１，０００部作成し、市内施設等に配架。

（強化）

消費生活相談を明記したパンフレットスタンドを市内公共施設9か所に各１台設置し、利用者へ啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配備による
啓発を図る。
くらしの安心ｶﾞｲﾄﾞとして役立ててもらう為、国民生活ｾﾝﾀｰが発行するくらしの豆知識（名義差替）１，０００冊を希望する市民に配付する。
消費者に契約時の注意喚起を促す為、メッセージ入り啓発物品（ハンコケース：1，０００個）（エコバッグ：１，０００部）を作成し、市民へイ
ベント等での啓発キャンペーンを実施する。
近鉄電車古市駅ﾎﾟｹｯﾄ時刻表10,000部に消費啓発ﾒｯｾｰｼﾞを広告掲載し、被害の防止を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 過去に同種の事業は全く実施していない。

（強化） 府及び国民生活センターが開催する研修に相談員（６回）と行政職員（２回）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）

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） 消費生活相談情報誌３誌購読、平成２０年度に消費者六法を１冊購入。

（強化）

相談窓口周知の為、消費生活相談案内記載の回覧板を３，８９０部作成して市内自治会等に配付し、相談の掘り起こしを図る。
相談者が持参した資料や相談者への案内資料をその場でコピーできるよう相談室にコピー機1台と個人情報の流出を防ぐため、不要と
なった書類をすぐ破棄できるようシュレッダー1台を購入する。
増大する相談事務資料や書籍の保存スペースの確保及び相談者や各施設に配付するパンフレット類の整理棚として収納庫１台を購入
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）
（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

1       549                 

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       196                 

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

⑱消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） 週２回月・金曜日１０：００～１６：００の相談時間において、相談対応（助言やあっせん）を行っていた。

（強化）
消費者庁創設により、増大する業務に対応するため、週２回から週３回の相談窓口を開設し、相談者への対応やあっせん、PIO－NET
への入力（H２２年４月～）により円滑な業務体制を図る。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 ○ 国センや府が開催する相談員研修の参加を支援し、能力開発に努める。

③就労環境の向上 ○ 相談室内にコピー機やシュレッダーを設置し、相談事務処理の利便性向上を図る。

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

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 -70             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 1,971           千円 20年度差 138             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 549               千円

平成23年度の消費者行政予算 5,038             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,067           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 2,041           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 677             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,718             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,833             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 20,234           20,234               -

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

市内イベントにて、消費生活啓発漫才を実施。
悪質商法啓発冊子と訪販お断りシールを全戸配布。
消費生活啓発書籍等を購入。
市内公共施設へ啓発チラシ・ポスター等を作成し、配布。

11,351           11,351               
役務費
教材作成・購入費
広報資料・コンテンツ作成・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 大阪弁護士会と顧問弁護士契約を締結。 630               630                   委託料

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） 国センが主催する特別研修等への参加支援。 137               137                   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）
市民の認知度が高い民間の賃貸物件へ独立施設として
移転し、相談・啓発機能の強化を図る。
センターを啓発する時刻表等を作成し、配布する。

8,116             8,116                
事務所の賃料、事務所の改修、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かかる経費

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）

272230 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 大阪府 市町村名 門真市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

市内イベントにて、消費生活啓発漫才を実施。
悪質商法撃退マニュアルと訪問販売お断りシールを全戸配布。
消費生活啓発書籍等を購入。
市内公共施設へ啓発チラシ・ポスター等を作成し、配布する。

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） 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） 国セン主催　相模原宿泊研修　参加2名、近畿圏日帰り研修　参加２名　大阪府主催研修　参加１名。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 平成22年度より大阪弁護士会と弁護士契約を締結。

（強化） H22年度事業を継続実施。

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）
　市役所内の一課内に名称として消費生活センターがある。相談場所はパーテーション・ロッカー等で仕切られただけで、個人情報に
対する配慮までできていない。
　啓発用の書架はあるが、閲覧スペースは存在しない。

（強化）

　現在の市役所分館から、認知度が高く庁内よりわかりやすい民間の賃貸物件に独立施設として移設。プライバシー対策が可能なパー
テーション等を利用して相談スペースを確保するとともに、啓発スペースの機能拡大を図り、啓発資料等を展示・閲覧可能にする。
　具体的には、センター看板・案内板、パーテーション、面接用家具、ホワイトボード、ｾｷｭﾘﾃｨ対策書庫、書架、デジタルカメラ、ラミネー
ター、自転車等の備品を購入する。
　消費生活センターの啓発用時刻表を作成し、市内各駅に設置・配布する。
　センター啓発用ポケットティッシュを作成し、市内イベント等で配布する。
　センターを啓発公用車用マグネットシールを作成する。

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

⑱消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）



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 ○ 消費生活相談員等レベルアップ事業に参加

③就労環境の向上

相談員数 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

人

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      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 11,449         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 24,219         千円 20年度差 12,906         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 4,200             千円

平成23年度の消費者行政予算 44,453           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 20,234         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 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,770         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,639           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 18,409           千円

平成20年度の消費者行政予算 11,313           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,363             1,363                -

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 消費者被害防止のための啓発学習会実施 296               296                   
学習会で使用する機材等の購入。（ワイヤレスアンプ一式
230,000円）　　悪質な訪問販売お断りシール作製　65,100円

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） 相談員養成講座への聴講等に対する費用の支援 8                  8                      研修参加旅費　8回　7,260円

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） 相談窓口スペースと体制の拡充 1,059             1,059                
相談室新設工事費997,500円。記録用デジカメ30,240円　、専
門図書（消費者六法、法改正関係書籍）　22,720円、ICレコー
ダー8,140円

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）

27224 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 大阪府 市町村名 摂津市 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）

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） これまで、学習会等を実施していなかったため備品が整備されていない。

（強化） 学習会において使用する備品の購入と、啓発シールを作製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。ては、

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） 相談員養成研修に全行程参加するまでもないが、必要なテーマのみ、ルームの卖独予算で聴講していたため、参加回数に限界があった。

（強化） 相談員養成研修の聴講に対し、基金を利用することにより、聴講の機会を増やし、相談員のさらなるスキルアップを図る。　

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）
消費生活相談専用の個室の相談室が無く、込み入った相談の際には、プライバシーが守られにくい状況にあり、相談員同志のミーティングもオープン
スペースの中で行っている。電話相談においては、相談内容が複雑多様化し、１件に係る相談時間も長時間にわたるケースが増加傾向にある。相談
内容によっては、事業者との交渉の際に会話の記録が必要とされるケースが発生している。

（強化）
相談窓口を拡充し、市民が相談しやすい、また、相談員に対しても、相談を受けやすい環境を整備するため、個室の相談窓口を設置する。。相談（特
に商品テスト関係）や学習会等の記録を残し、今後の活動への参考にするためデジカメとICレコーダを購入する。また、各種専門書を購入し、相談員の
スキルアップを図る。

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

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

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 -39             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 7,951           千円 20年度差 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）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 9,314             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,363           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 7,990           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,146           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 9,136             千円

平成20年度の消費者行政予算 7,805             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 10,831           10,831               -

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

消費者教育講演会を実施、くらしの豆知識全戸配布
（25,000部）、高齢者向け出前講座を実施し、消費者教
育・啓発ＤＶＤ作成及び消費生活センター啓発物品
（15,000個）を配布

             9,443                 9,443

講師謝金・講師旅費、会場借料、ポスター印刷及チラシ印刷・
新聞折込手数料、くらしの豆知識購入費、全戸配布手数料、く
らしの豆知識全戸配布用封筒購入費及び印刷費、高齢者向け
出前講座及び消費者教育・啓発ＤＶＤ作成委託料、啓発物品
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 顧問弁護士契約を行う 800               800                   謝金、旅費

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） 相談員国民生活センター教育研修事業参加（１名） 73                 73                     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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
消費生活センター用デジタルカラー複合機（ＦＡＸ兼用
機）の購入、シュレッダーの購入

               515                    515
デジタルカラー複合機（ＦＡＸ兼用機）購入経費、シュレッダー購
入費、図書購入費

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）

27225 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 大阪府 市町村名 高石市 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）

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） 平成２１年度より消費者教育・啓発活性化事業で消費者教育講演会を年１回実施

（強化）
消費者教育講演会を年１回実施する。くらしの豆知識を配布する。高齢者向け出前講座を年５回実施する。高齢者向け消費者教育・啓
発ＤＶＤ作成する。

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） 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１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

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） デジタルカラー複合機、シュレッダー未設置
（強化） デジタルカラー複合機の購入（ＦＡＸ兼用機）、シュレッダーの購入、図書の購入

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

④その他

②研修参加支援 ○ 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

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

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 3,406           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 13,456         千円 20年度差 3,810           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年度の消費者行政予算 24,287           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,831         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 10,050         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,256           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 13,306           千円

平成20年度の消費者行政予算 9,646             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,510             3,510                -

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 消費者の育成及び消費者被害未然防止に向けた講演会や街頭啓発の実施等。2,959             2,959                

講演会開催委託費全５回（500,000円）、会場借上料５回
（31,030円）、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ４種類各1,000部（562,800円）、うちわ
3,000本（409,500円）、くらしの豆知識300冊（135,000円）、啓発
物品作製等（1,320,720円：のぼり、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄ、ﾋﾞﾆｰﾙ巾着、
ｼｰﾙ、ﾒﾓ帳、絆創膏、ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭ、ｸﾘｯﾊﾟｰ、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ、懸垂
幕、たすき）

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）

551               551                   
パソコン２台476,689円、デジタルカメラ１台25,830円、パソコン
ラック１台40,950円、相談窓口看板１枚7,000円

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 大阪府 市町村名 藤井寺市 272264 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

自治体コード

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 事務用機器の購入、相談窓口看板の作製等。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 平成２２年度に初めて講演会や街頭啓発を実施。また、啓発用のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成等にも取り組んでいる。

（強化）
平成２２年度に引き続き、講演会や街頭啓発にも取り組む予定をしているが、回数や内容をさらに充実し、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。また、消費者月間等のPRとして、のぼりや懸垂幕の作製などさらなる啓発活動の強化に取り組んでい
く。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
購入後、１０年目を迎えるパソコンを使用しているため、インターネット検索など動作が遅く相談業務に支障をきたしている。また、窓口に
は目立つような看板を設置していない等。

（強化）

既存のパソコンとは別に新たにパソコン（相談員用１台）や記録用のﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等を購入し、相談体制の充実化を図るとともに、看板の
作製を行い視覚的にもより理解されやすい窓口を目指す。
また、より効果的なﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄやチラシを作製するための専用ソフトを導入したパソコン（１台）を相談員用とは別に購入することにより、講
座や啓発活動等の充実を図る。

（既存）

事業名

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑧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

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（強化）

（強化）

（既存）

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

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）

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）

（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

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

実施形態 研修参加・受入要望

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）

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

法人募集型

人

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

2      人

千円

20年度差 -70             

事務用機器の購入による就労環境の向上

④その他

平成22年度末 相談員数 3      

1,255           千円

平成23年度末予定

-      

うち定数内の相談員 平成22年度末

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,687             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,325             

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,440           千円

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

4,765             千円

3,510           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

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人

千円

1,247           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

千円 前年度差 8                 

平成23年度末予定

千円

相談員総数 2      人

相談員数相談員数 -      人

相談員数 -      

-      

人 平成23年度末予定

人

人

うち委託等の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

平成23年度末予定 相談員数

③就労環境の向上 ○

①報酬の向上

②研修参加支援



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 放射性物質検査機器の購入 4,326             4,326                放射性物質検査機器の購入（１台）

合計 - 13,264           13,264               -

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

啓発DVDの作成・配布
消費者教育・啓発用具の配備
放課後児童育成クラブ出前講座開催、子ども体験講座開
催
消費生活特別出張講座の開催
暮らしのスクラムの全戸回覧

6,332             6,332                

啓発DVDの作成委託料
消費者教育・啓発用具の配備に伴う備品購入費
（印刷機、大型プリンター、ラミネート機、シュレッダー、スキャ
ナー、
ビデオカメラ、デジタルカメラ、ＩＣレコーダー　各１台）
パンフレットスタンド　１５台、　キャビネット　３台
演台　１台、テント　３張）
放課後児童クラブ出前講座謝礼（１回）
子ども体験講座（２回）開催委託料
消費生活特別出張講座（１０回）委託料
暮らしのスクラム全戸回覧配送委託料

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

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） 相談員の国民生活センター主催研修等への参加支援 198               198                   研修参加に伴う旅費、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）

消費生活関連図書、ビデオの整備
センター周知用消耗品の購入
センター業務用自転車の配備
センターPR番組の放映

1,778             1,778                

消費生活関連図書、ビデオの購入費
センター周知用消耗品（透明ファイル、うちわ　各2,000枚）
（バンドエイド・綿棒セット、マスク、ルーペ、クリーンケット
マグネットバー、マグネットクリップ　各2,000個　）
（啓発用ベスト、ジャンパー　各15枚）
センター業務用自転車（１台）の配備に伴う備品購入費
センターPR番組の放映委託料

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）

27227 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 大阪府 市町村名 東大阪市 自治体コード



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）

（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） 消費者教育・啓発用具（印刷機、大型プリンター等）未設置。放課後児童育成クラブ出前講座、子ども体験講座未実施。
消費生活特別出張講座未実施。暮らしのスクラム全戸回覧未実施。

（強化）

啓発DVDの作成・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。
放課後児童育成クラブへの出前講座（１回）を開催し、子どもへの消費者教育の強化を図る。
子ども体験講座（２回）を開催し、子どもへの消費者教育の強化を図る。
消費生活特別出張講座（１０回）を開催し、センターの周知を行うとともに消費者教育・啓発の充実・強化を図る。
センターだより「暮らしのスクラム」を全戸回覧し、消費者教育・啓発の充実・強化を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 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２名分増加、及び府主催研修等への参加支援

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。

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） 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
センター周知用消耗品を配布、業務用自転車を配備するとともに、PR番組の放映を行い、センターの周知を図る。

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

⑱消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） 放射性物質検査機器未設置

（強化） 放射性物質検査機器を購入し、消費者の安心・安全を確保する。



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 ○ 国民生活センター主催研修等への参加支援

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

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      人 平成23年度末予定 相談員数 6      人

6      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 2,265           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      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 29,360         千円 20年度差 3,568           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年度の消費者行政予算 42,624           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 13,264         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 27,095         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,212           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 31,307           千円

平成20年度の消費者行政予算 25,792           



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,521             4,004                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
高齢者・障がい者等に対する消費者被害防止を図るた
め、関係機関とのネットワークを築き、連携を図る

393               230                   

介護関係事業所や民生委員、老人クラブ等の関係機関に対し
て,啓発リーフレット・カレンダー、マニュアル資料の作成・配布。
自前作成分を含む資料作成のため、物品（用紙、ファイル、ラミ
ネート・紙ラベル用紙等）購入、

⑱消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
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

864               864                   相談員（２名）の報償費

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費者教育・被害防止のための啓発・情報発信、講座開
催

2,299             2,026                
センター名入りパンフレットスタンド、啓発用リーフレット・回覧板
の作成・配布,街頭・講座時啓発用グッズの作成・配布、会場借
上料、講師謝礼金(交通費含む）

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

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・消費者行政担当者の研修への参加支援 145               98                     
相談員２名の国セン、管内・管外研修に伴う旅費、研修費およ
び行政担当者の研修参加旅費・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）

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 90                 56                     法令等の参考資料の購入・相談室用備品購入費

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）

272281 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 大阪府 市町村名 泉南市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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・被害防止の強化を図るため
①図書館等庁外施設へセンター名入り(電話番号記載）のパンフレットスタンド（５台）設置し、リーフレット・チラシの配置により情報発信・
啓発を行う。
②市内各地区・自治会等へセンター名入り啓発内容記載の回覧板（2,100冊）を作成配布し、回覧時に被害防止の啓発が図かれる。
③パンフレットスタンド配置含む、食・表示等に関する啓発用リーフレット（1,000部）・高齢者向けリーフレット（800部、750部）・若者向け
リーフレット（500部）、作成配布
④消費者講座の開催(3回）
⑤窓口・街頭啓発・講座開催時等配布用啓発グッズ（マグネット4,000個・ポケットティシュ4,000個等）の作成・配布し、悪質商法や振り込
め詐欺等の被害防止を図る。
⑥「訪問販売お断りシール・リーフレット」のセットを広報紙配布時に、市内全戸配布

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）及び管内・管外での相談員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。

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。(２３年４月～２４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）および相談員への研修会４回開催）

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） センター相談室には、パンフ・書籍を設置している書架と机・椅子のみで、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機材購入（商品・製品確認用ライト付き小型顕微鏡一台、パンフレット配置用スタンド一台）、執務参考
資料、消費生活センター用パソコンソフトの充実。

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）



⑱消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、消費費庁庁創設に伴う業務の拡大に対応するため、、また、苦情相談等
にかかるＰＩＯ－ＮＥＴへの、即日入力に対応するための勤務時間の拡大（相談員2名の週１回当たり各３時間）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存） 個別に相談で対処のみで、組織的な取り組みはなし。

（強化）

高齢者、障がい者等に対する、消費者被害防止のため、介護関係事業所や民生委員・老人クラブ等関係機関に情報提供等を実施し、
センターとの地域での組織的な連携強化を図る。
①地域での強化目的のための情報提供を図る。
②マニュアル資料作成・配布（自前作成分を含む資料・リーフレットを保存版として200セット）。
③関係機関と連携のもと、悪質商法等の啓発カレンダー（1,000部）を作成・配布

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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       864                 

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       288                 

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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 ○ 管外への研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 2      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 2      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 人 平成23年度末予定 相談員数 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 -148            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 4,069           千円 20年度差 1,498           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 864               千円

平成23年度の消費者行政予算 8,073             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,004           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 36                 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,217           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,986           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 7,203             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,571             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 6,293             6,293                -

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 相談員を増員し、開設時間を延長(週5日,13～17時)して相談増加に対応する3,682             3,682                新規相談員報酬、費用弁償（通勤手当相当）、既存相談員報酬増加分

⑬消費者教育・啓発活性化事業 訪問販売お断りシール,啓発カレンダーに加え窓口の番号入りマグネットを作成し全戸配布することで啓発する2,496             2,496                啓発カレンダー,啓発シール,啓発マグネットの作成・全戸配布

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） 担当者向け研修に参加することにより実務能力を向上させる 71                 71                     費用弁償

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） 府開催の研修に参加することにより実務能力を向上させる 18                 18                     費用弁償

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） 業務用に保存用書籍を購入する 26                 26                     書籍購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

27229 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 大阪府 市町村名 四條畷市 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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 一人体制で週３日での体制で相談を行っているが件数の増加、内容の複雑化により対応が難しくなってきている

（強化） 相談員を１名増員し、開設日・時間を延長して増加、複雑化傾向にある相談に対応する

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） 市広報で事例紹介を行うなどの啓発しか行っていない

（強化） 訪問販売お断りシール、啓発カレンダーに合わせて消費生活相談窓口の電話番号入りマグネットも作成し一度に全戸配布(約25千戸)することで啓発する

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） 一人体制のため特定の研修しか参加できていない

（強化） 新規相談員に府開催の研修の他にも研修に参加してもらうほか、既存相談員もこれまでと違う研修に参加してもらう

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） 一人体制で週３日での体制では対応が難しくなってきている

（強化） 新規に１名相談員を雇用し府開催の研修に参加することにより相談窓口の実務能力を向上させる

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）

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） 消費生活に関する保存書籍が尐ない状況にある

（強化） 業務用に保存用の書籍を新たに購入する



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）

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       3,682              

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       1,416              

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 1      人

年間研修総日数 50    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

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

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 1,839           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 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 3,596           千円 20年度差 1,998           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 3,682             千円

平成23年度の消費者行政予算 9,889             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,293           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 1,757           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,757             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,598             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 14,022           14,022               -

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
事業者とのあっせん業務を強化するため、警察OBを1名
雇用する。また、併せて、消費者庁への情報通知を迅速
に行うため、PIO-NETの入力補助を行う。

1,972             1,972                報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業

高齢者を取り巻く消費者問題、悪徳商法等の消費者問
題、振り込め詐欺、食品偽装表示、消費者生活の安全、
安心を脅かすような出来事が発生していることから、市民
向けに「教育・啓発シール、パンフ」類を作成する。また、
平成23年度から消費生活相談コーナーが移設することか
ら、周知PR用啓発物を作成する。

780               780                   
教育啓発パンフレット（　2種類　各2,000部）　　教育啓発シール
（　30,000部）　消費生活相談コーナー移設PR啓発物（　500個）

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
特に消費生活問題に精通している弁護士と顧問委託契
約を行う。

630               630                   契約期間　平成23年4月1日から平成24年3月31日

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）
消費生活に関する様々な問題を把握している消費生活
相談員が求められている。国民生活センター等の研修参
加支援を行う。

260               260                   旅費、参加費

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）

保健福祉総合センター1階の介護部門施設の一部を改造
し、市役所内消費者相談コーナーを移設して消費者相談
機能強化（拡充）を行う。現在、机の棚を利用して重なるよ
うにパンフレット類を展示している状況であるので、パンフ
レットラックの整備、消費者相談コーナー案内板（1階）、
書籍類を充実さして、相談体制を拡充さす。また、今回新
しい移転先施設に不足している備品等を整備する。

10,380           10,380               

消費者相談コーナー移設設計委託料；　消費者相談コーナー
工事監理委託料；　消費者相談コーナー移設工事請負費；　案
内板取り付け；　パンフレットラック；　消費生活関連書籍；　ビジ
ネスカウンター；　テーブル；　椅子；　パーティション；　保管庫；
コピー機器；　パソコン；　事務用机・椅子

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）

272302 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 大阪府 市町村名 交野市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
地域に出かけての消費生活関連出前講座は、以前から実施しているところである。平成21年度から消費生活活性化基金を利用した啓
発品（交野市消費者センター名入り）を用いいて啓発活動を実施している。

（強化）
近年、高齢者を取り巻く消費者問題、悪徳商法等の消費者問題、振り込め詐欺、食品偽装表示、消費者生活の安全・安心を脅かすよう
な出来事が発生していることから、市民向けに「教育・啓発シール、パンフレット」類を作成して、教育・啓発活動を強化していく。そして平
成23年度から消費生活相談コーナーが移設することから本市の消費生活相談コーナを積極的にPRをしていく。

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）
平成21年度は相談者2名、市職員1名が、国民生活センター等の研修に13回参加した。平成22年度は相談員2名、市職員1名が、2月1
日現在11回国民生活センター等の研修に参加した。

（強化）
国民生活センター等の研修に参加した効果は、確実に成果となって市民に還元されている。平成23年度も前年度と同じ予算額260,000
円を計上して国民生活センター等の研修参加を10回程度計画している。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 平成21年度から消費活性化基金を利用して顧問弁護士契約を行ってる。

（強化） 平成23年度も前年に引き続いて複雑多様化する消費生活相談に対応するため顧問弁護士契約（平成23年4月1日から平成24年3月31
日）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）
交野市役所2階商工観光課内消費者相談コーナーで消費者相談業務を行っている。手狭であり、現在、机の棚を利用して重なるように
パンフレット類を展示している状況である。また、相談者の証拠書類をコピーする機器も無い状況で業務を行っている。

（強化）

交野市役所（私部1-１-1）から京阪電車で一駅離れた交野市保健福祉総合センター（私市5-5-１）1階介護部門施設の一部（55平方）を
改造して、市役所内消費者相談コーナーを移設して消費者相談機能を強化・拡充する。展示架（パンフレットラック）を整備して教育・啓
発パンフ類を見やすく展示する。市民に周知するため消費者相談コーナー案内板を1階に設置する。また消費生活関係書類等を整え
充実をしていく。新しい施設に移設することに伴い、必要な備品類（ビジネスカウンター、椅子、パーティション、保管庫、コピー機器、パ
ソコンなど）を整える。

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

1       1,972              

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       960                 

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

⑱消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） 現在、消費者行政部門には実質１名の担当職員と２名の相談員により事務を行っており、事業者とのあっせんには相談員と職員が対応

している。

（強化） 事業者とのあっせん業務を強化するため、警察OBを1名雇用する。また、併せて、消費者庁への情報通知を迅速に行うため、PIO-NET
の入力補助を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）



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 ○ 相談員の研修参加の為の旅費を支援し、その者の能力の向上を図る。

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

人

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      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 1,208           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 7,981           千円 20年度差 1,677           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 1,972             千円

平成23年度の消費者行政予算 22,003           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,022         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 6,773           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,274           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 8,047             千円

平成20年度の消費者行政予算 6,304             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 567               567                   -

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 消費者被害防止のための啓発 378               378                   啓発回覧板の購入費

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） 相談員研修への参加支援（1名） 120               120                   旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 啓発物等の整理棚の設置 69                 69                     整理棚の購入費

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）

272311 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 大阪府 市町村名 大阪狭山市 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）

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） 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、啓発回覧板を1,000個作成

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）

⑧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）

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） これまでに整理棚等の設置なし

（強化） 啓発物等を取りやすくするため整理棚を購入

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

④その他

②研修参加支援 相談員研修に参加のための旅費及び日当を支援

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

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

1      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 306             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 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 1,273           千円 20年度差 524             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年度の消費者行政予算 1,840             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 567             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 967             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,006           千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,973             千円

平成20年度の消費者行政予算 749               



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,822             3,822                -

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
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のた
めに、啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を市民に配布する。

2,540             2,540                
広報資料作成・購入費及び広報必要経費（広報誌への折込手
数料・配布手数料等）

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） 消費生活相談員の研修参加に対する支援（相談員3名） 183               183                   
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、研修費、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

既存の相談室に設置するラック、ロッカー、シュレッダー等
の備品及び相談業務に使用するデジタルカメラ、ボイスレ
コーダーを購入し、相談業務に使用するためのFAXを設
置する。また、窓口周知のための啓発用品を作成・購入
する。

1,099             1,099                
機材・事務用機器の購入にかかる経費。窓口に関する住民への
周知を目的とした啓発用品の作成・購入費

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）

272329 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 大阪府 市町村名 阪南市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のために啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を26,000部作成し、市民向けに全戸配布するとともに、若
者を対象として作成された啓発パンフレットを700部程度作成し、新成人等に配布する。

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） 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名の相談員に対して独立行政法人国民生活センター等が開催する宿泊を伴う研修への参加を支援し、参加に伴う旅費（宿泊費含む）
及び受講費等を負担する。また、３名の相談員に対してレベルアップを図るために必要な研修への参加を支援し（１名につき１０～１５回
程度）、参加に伴う旅費及び研修費・教材費を負担する。

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）
書籍用ラック、ロッカーについては既存のものあり。FAXについては市役所に１台あるものを全課共有で使っており、相談者からのFAX
資料が、その場にいる他課職員の目に触れてしまう状況である。

（強化）

既存のものでは年々増加する消費者行政関係書類・書籍を収納しきれなくなっているため、ラック及びキャビネットを新たに購入する。相
談員の相談環境整備のため、相談内容を記録したりするためのデジタルカメラ、ボイスレコーダーと相談員の資料を保管するためのロッ
カーを購入し、相談内容の流出防止等に配慮してシュレッダーを購入する。相談内容の流出防止と相談事業を円滑に行うためにFAXを
設置する。また、窓口周知のため、相談日などを記載した啓発用品「洗濯ばさみ、絆創膏（予定）」を作成し、窓口や市主催イベント等で
配布する。

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）
（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 1      人

年間実地研修受入総日数 15    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

⑱消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）



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 ○ 実務能力の向上に必要な研修への参加に伴う旅費及び研修費・教材費を負担する。

③就労環境の向上 ○ 相談業務に必要な備品・機材を整備し、相談業務が円滑に行われるよう配慮する。

相談員数 3      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 3      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 人 平成23年度末予定 相談員数 人

3      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 1,944           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 4,516           千円 20年度差 2,070           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年度の消費者行政予算 8,338             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,822           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 2,572           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 992             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,564             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,446             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

合計 - 589               589                   -

⑱消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 相談室開室日数増加に伴う相談員への報償金 368               368                   消費者相談員に支払う報償費

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 消費者啓発のための配布冊子購入 62                 62                     「くらしの豆知識」の購入

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） 消費者相談員等の研修参加支援 78                 78                     研修に参加するために必要な旅費及び負担金（受講料）

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）

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 81                 81                     
事務用機器の設置、相談室看板の設置、参考図書の購入、鍵
付き書庫の設置（書庫ベース付）、デスクライトの設置

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）

島本町 27301 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 大阪府 市町村名 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

消費者相談室を毎週月・水・金の週3日開室　金曜日の消費者相談員報償費 7,500円×49日

（既存）

（強化） 「くらしの豆知識」×200冊

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 既存なし（消費者まつりで配布します）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 大阪府主催の研修に参加

（強化）
国民生活センター主催の消費者相談員研修へ参加するための旅費
国民生活センター主催の消費者相談員研修へ参加経験のない職員が参加するための旅費及び負担金（受講料）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
マイクロステレオフォン一式・・電話録音ができてない。　看板・・・紙媒体の看番で対応。　参考図書・・・既存なし。
鍵付き書庫・・・文書の増加の為。　デスクライト・・・既存なし。

（強化）
マイクロステレオフォン一式×1個、看板×1枚、参考図書×10冊、鍵付き書庫（書庫ベース付）×1台、
デスクライト×1台

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

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）

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

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）

（既存） 消費者相談室を毎週月・水の週2日開室

（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       368                 

参加者数

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

人

年間実地研修受入総日数 15    人日

自治体参加型

法人募集型

実地研修受入人数 1      

人

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

1       98                  

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

マイクロステレオフォンの設置、参考図書の購入、デスクライトの設置

④その他

うち委託等の相談員 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      

①報酬の向上

平成23年度末予定

人

人

相談員数 人

相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 368               千円

1,366           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,401           千円

1,953             千円

589             千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 1,053             千円

1,611             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算

210             

-35             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

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

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

-                  千円

20年度差 313             千円 前年度差

相談員総数 3      人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

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

平成22年度末

②研修参加支援 ○ 消費者相談員研修参加旅費の増額

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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 809               809                   -

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
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のた
めに啓発パンフレット等を町民に配布する。

505               505                   

みんなで防ごう悪質商法パンフレット印刷500部(支出費目印刷
製本費）、クーリングオフ・封書セット購入500セット（購入費目消
耗品費）、啓発オリジナルうちわ購入1,000枚（購入費目消耗品
費）。

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員レベルアップ研修費。 119               119                   相談員研修等旅費（支出費目費用弁償）。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
ロッカー、書庫、電話録音装置等を購入し、 相談窓口の
整備強化を図る。

185               185                   
①参考書籍購入（購入品目消耗品費）。②ロッカー3台購入（購
入費目庁用器具費）。③書庫1台購入（購入費目庁用器具費）。
④電話録音装置1台購入（購入費目機械器具費）。

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）

27321 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 大阪府 市町村名 豊能町 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）

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） 啓発パンフレット及び啓発物品を今まで未策定のため、啓発が不十分であった。

（強化）
「みんなで防ごう悪質商法」500部、「クーリング・オフ封書セット」500セット、「啓発オリジナルうちわ」1,000枚作成し消費者教育及び啓発
に努める。

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）

⑧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る

（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、相談対応能力の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）

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）
①必要最小限の書籍を購入していた。②情報文書等が多いため保管ロッカーが必要。③啓発用パネルが無く、パネル を用いて啓発を
行いたい。④電話相談があった場合、言った言わない等のトラブルを防ぐため、電話録音装置が必要。

（強化）
①多種多様の法律改正等により、適応した書籍を更に購入する。②文書保管のためロッカーを購入。③啓発パネルをH21に購入した
が、そのパネルを保管する書庫を購入。④H21に会議用、電話録音にも使用できる電話録音装置を購入したが、即座に録音態勢に入る
ことが難しいため、受話器を取ると自動録音できる電話録音装置を購入し更なる相談窓口の整備強化を図る。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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

④その他

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

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

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

1      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 86               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 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 2,029           千円 20年度差 1,606           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年度の消費者行政予算 2,838             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 809             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 344             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,287             千円

平成20年度の消費者行政予算 423               



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 230               230                   -

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 消費者被害防止のための啓発 147               147                   
啓発用回覧板を作成（350部）、啓発用カードを挟んだポケット
ティッシュの配布（1,000個）

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） 消費者行政に係る研修への参加支援等 28                 28                     旅費の支援

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

55                 55                     
事務用機器（相談カードの保管用鍵付き保管庫、通話録音装
置、パンフレットスタンド）、書籍

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 大阪府 市町村名 忠岡町 自治体コード 27-341 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）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 平成22年度において啓発用回覧板等を作成（248部）

（強化）
啓発用回覧板等を作成（350部）全地区（班）配布の為追加購入、講座（総合福祉センター等へ出前講座）の開催、相談窓口を記載した
カードを挟んだポケットティッシュを町内イベントにて配布（1,000個）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 消費生活相談員の研修参加を支援し、相談業務の強化を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 研修への参加が思うようにできていない

（強化）
相談室に相談カードの保管用鍵付き保管庫、通話録音装置を設置し、個人情報保護の強化及び事務の利便性を上げることで、窓口相
談の迅速化を図る。また、1階にパンフレットスタンド（3階相談室案内掲示付）を設置し、消費者啓発事業を強化する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
相談者の情報の管理については、相談室内の開架本棚を利用していたため、相談員が席をはずす場合など、閲覧でき得る状況にあっ
た。また、相談内容の記録装置もなく、相談者との間で、見解の相違が生じる可能性もあった。また、1階のパンフレットスタンドは既存の
各課チラシでいっぱいのため、5階の当課掲示棚に配置せざるを得ず、住民の消費関係の情報取得に不便を強いていた。

（強化）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

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）

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

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）

（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
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

自治体参加型

法人募集型

実地研修受入人数

参加者数

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）

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

人

年間実地研修受入総日数 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

○ 相談日以外に相談員連携会議（月1回）を設ける

④その他

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

①報酬の向上

平成23年度末予定

相談員数 人

人

相談員数 2      人

相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

1,639           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,350           千円

1,869             千円

230             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,491             千円

141             千円

平成20年度の消費者行政予算 935               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

289             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

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

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

千円

20年度差 704             千円 前年度差

相談員総数 2      人

うち定数内の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

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22年度末

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を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

合計 - 1,456             1,456                -

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
啓発講座の開催、出前講座、訪問販売お断りシールの印
刷、プロジェクター、スクリーンの購入

1,070             1,070                
啓発講座講師謝礼金、消耗品費（座資料作成用コピー用紙）、
印刷製本費、備品購入費

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） 消費生活専門相談員と職員の研修参加経費 120               120                   旅費、報償金（相談員旅費分）、消耗品費（研修参加資料代）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
相談コーナーPR用ボールペン、印章ケース、シュレッ
ダー購入

166               166                   消耗品費、印刷製本費、備品購入費

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 -                  -                      

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）

273619 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 大阪府 市町村名 熊取町 自治体コード



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）

（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） 一部小学校や高齢者施設への出前講座

（強化）
地域のﾘｰﾀﾞｰ的人材を養成するための（仮称）消費者検定講座の啓発講座の開催。開催したことがなかった町内中学校や大学への出
前講座の開催。悪質な訪問販売お断りシールの印刷。啓発講座用にプロジェクター、スクリーンの購入

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）

⑧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5回（2人）参加および国民生活センターでの研修（2泊3日）を2回参加、　職員：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）

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） 相談員用のPCやPIO-NETの導入、相談室用の机、椅子、書架などを設置

（強化）
役場の電話番号がダイヤル・イン方式となったため、電話番号と相談コーナーをPRするための啓発用ボールペン、印章ケースの購入。
個人情報保護のため、相談時に発生する不要となった書類の処分用シュレッダー購入。

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

⑱消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。）



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

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

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 -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 -246            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 2,178           千円 20年度差 576             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年度の消費者行政予算 3,634             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,456           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 2,424           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 831             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 3,255             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,602             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 460               460                   -

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 消費者被害防止のための啓発用パンフレットの作成 83                 83                     
教材作成・購入費
　　消費者トラブル防止のための啓発用パンフレット　500部
（変更前）85千円　　（変更後）83千円

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） 相談員の府内での研修への参加支援（2名） 11                 11                     
大阪府の研修に参加するための必要な旅費
（変更前）31千円　　（変更後）11千円

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 366               366                   

事務用機器等の設置及び執務参考資料購入
　　事務用機器等購入品目：パソコン、ＦＡＸ機、自動通報機、
音声認識ソフト、ハードディスク、ＩＣレコーダー、案内看板（各1）
(変更前）412千円　　（変更後）366千円

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）

273627 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 大阪府 市町村名 田尻町 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）

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） 過去において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消費者トラブル防止のための啓発用パンフレット（500部）を作成

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）

⑧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名が町卖費により年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

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） 他の相談業務におけるパソコンを借用して使用

（強化）
適正な相談データの管理による消費者行政専用としてのパソコン、ＦＡＸ機、自動通報機、音声認識ソフト、ハードディスク、ＩＣレコー
ダー、案内看板（各1）及び執務参考資料の購入

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

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員等レベルアップ事業に参加

③就労環境の向上 ○ 事務用機材の設備投資による環境整備

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

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

1      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 -170            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 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 937             千円 20年度差 -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）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,397             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             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 1,107           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 286             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,393             千円

平成20年度の消費者行政予算 1,143             



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

27366 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

自治体コード市町村名 岬町

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）

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 294               294                   高齢者向け冊子（＠112円×2,500冊）

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 - 294               294                   -

都道府県名 大阪府



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）

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冊子等を作成

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）

⑱消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 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

平成23年度の消費者行政予算 414               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 294             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 120             千円 20年度差 -                 千円 前年度差 -                 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 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 人

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 1      

③就労環境の向上

相談員数 1      人 平成23年度末予定

②研修参加支援

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

大阪府 太子町 自治体コード 273813 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 市町村名

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） 消費生活相談窓口の機能強化を図るための整備事業 168               168                   個人情報保護条例用ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ、ﾃﾞｼﾞｶﾒ､書籍

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

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 啓発冊子、啓発事業用備品 709               709                   
一般、高齢者、成人用冊子、ﾎﾟｹｯﾄﾁｯｼｭ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､
PC、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｱﾝﾌﾟ

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 - 881               881                   -



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尐ないため、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及びﾊﾟﾝﾌｽﾀﾝﾄﾞを購入。個人情報保護に関し、文書の廃棄用品を購入し、窓口業務の健全化に努める

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） 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。

（強化） 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。

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の冊子及び備品購入を行い啓発に努める

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）

⑱消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

④その他

②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

③就労環境の向上

2      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 人

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数

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

平成23年度末予定 相談員数 人

平成20年度の消費者行政予算 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

881             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 159             千円

相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 168             千円 20年度差 9                 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

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

前年度差 9                 

平成23年度の消費者行政予算 1,049             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度末 相談員数 人

2      人

うち定数内の相談員



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
合計 - 2,073             2,073                -

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 相談員の勤務日数を増加 464               464                   Ｈ２０　：　相談日　1回/月　⇒　Ｈ２２　：　２回/週

⑬消費者教育・啓発活性化事業

①講習会開催時に配布するため、くらしの豆知識を購入
する。
②啓発用チラシ等を屋外掲示するためにラミネートフィル
ムを購入する。
③定期的に消費生活情報として各戸配布するため、カ
ラーコピーペーパーを購入する。
④訪問販売お断りシールをクリアファイルに挟んで各戸配
布するため、シール及びクリアファイルを購入する。

637               637                   

①くらしの豆知識購入費（２００部）
②ラミネートフィルム購入費（４箱）

③カラーコピーペーパー購入費（２２，０００枚）

④訪問販売お断りシール、クリアファイル購入費（各５，５００枚）

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） 国民生活センター相談員養成講座への参加支援 10                 10                     旅費（１名分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活相談に必要な図書を購入する。
②相談員が使用するパソコンを購入する。
③各種記録用にデジタルカメラを購入する。
④各種研修等記録用にICレコーダーを購入する。
⑤啓発チラシ用にパンフレットスタンドを購入する。
⑥相談室用の複合機を購入する。

422               422                   

①参考図書購入費（５冊）
②パソコン購入費（１台）
③デジタルカメラ購入費（１台）
④ＩＣレコーダー購入費（１台）
⑤パンフレットスタンド購入費（１台）
⑥複合機購入費（１台）

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 540               540                   賃金、旅費（２名分）

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

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 大阪府 市町村名 河南町 自治体コード 273821



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） 相談日の増加（H22.8～木⇒月・木）に係る賃金

（強化） 相談日の増加に係る賃金（1回/月⇒２回/週）

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） 過去において同種の事業は実施していない。

（強化）

①くらしの豆知識を購入し、講習会開催時に配布する。
②町民に広く啓発するため、チラシ等をラミネートフィルムで包装し、屋外掲示する。
③広報紙以外にも定期的に消費生活情報を提供するため、カラーコピーペーパーに消費生活情報を印刷し、各戸配布する。
④訪問販売トラブル対策として、訪問販売お断りシールをクリアファイルに挟んで各戸配布する。

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） 過去において同種の事業は実施していない。

（強化） 国民生活センターが実施する消費生活相談員養成講座への参加支援（１名）

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） 平成２１年度受講者のさらなる能力の向上

（強化） 平成２２年度受講者のさらなる能力の向上、新たな相談員を１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）

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） パンフレットスタンドの購入

（強化）

①相談員の相談スキル向上のため、必要な図書を購入する。
②相談員の各種事務及び啓発チラシ作成のため、イラストレータをインストールしたパソコンを購入する。
③講習会実施時等の記録用にデジタルカメラ、メモリーカードを購入する。
④講習会実施時等の記録用にＩＣレコーダーを購入する。
⑤啓発用チラシが既存のパンフレットスタンドだけでは入りきらないため、新たにパンフレットスタンドを購入する。
⑥新たに設ける相談室に既存のものが無いため、複合機を購入する。

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）
（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

1       464                 

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       595                 

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 2      人

年間研修総日数 100   人日

⑱消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）



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

③就労環境の向上 相談員の増員

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

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 303             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 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 914             千円 20年度差 798             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 482               千円

平成23年度の消費者行政予算 2,987             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,073           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 611             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 581             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,192             千円

平成20年度の消費者行政予算 116               



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） （卖位：千円） （卖位：千円）

大阪府 市町村名 千早赤阪村 自治体コード 27383 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

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） 参考図書の購入(消費者六法） 6                  6                      書籍購入費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧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
・啓発物の全戸配布（336,000円）
・啓発回覧板の作製（８１,９００円）

418               418                   消費者への啓発を強化するための必要な経費（印刷費）

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 - 424               424                   -



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） 消費者行政に関する図書がない。

（強化） 消費者六法を購入する。

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 悪質商法防止のためのマグネットシートや啓発回覧板など作製したことがない。

（強化） 悪質商法被害を防止のためのマグネットシートを全戸配布する。また啓発回覧板（約３００部）も作製し強化を図る。

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）

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 24                 千円

平成22年度の消費者行政予算 298               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 276             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               千円

平成23年度の消費者行政予算 448               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 424             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 24               千円 20年度差 -                 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 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数 -      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

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

平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

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

うち委託等の相談員

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


