
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

１　執務参考図書等の購入
２　市民しんぶん挟み込み広告
３　京都市広報版へのポスター掲示及び地下鉄・市バス
等への広告掲載
４　啓発物品の作成

15,950          

都道府県名 京都府 市町村名 京都市 自治体コード

１　図書等購入費
２　印刷費，版下作成委託料
３　印刷費，広告掲載料，配送料
４　作成費

15,950              

事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

平成 24261009

事業経費

1,678            

１　委託料
２　委託料
３　講師謝金，印刷費，委託料，会場使用料
４　講師謝金，印刷費
５　委託料
６　印刷費，配送委託料
７　委託料
８　委託料
９　負担金
（上積分1,000千円，既存分34,530千円）

旅費，研修受講料

35,530          ⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

35,530              

300

講師謝金，研修会委託料

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 講師謝金 印刷費 会場使用料

委託料

⑫食品表示・安全機能強化事業

350              ⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

950                  

各種専門機関の担当者を講師とした消費生活相談員向
け研修会の開催

300

9,420            

弁護士による消費生活相談員への相談支援事業 1,300                ⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

350                  

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

１　報酬費，時間外勤務手当，社会保険料，賃金
２　委託料

１　相談窓口緊急整備
２　祝日電話相談事業の実施

7,620                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

１　映画館ＣＭ上映
２　高齢者等一般市民を対象とした講座等の開催
３　高齢者等の見守り活動に従事している関係機関等を
対象とした講演会の開催
４　教員を対象とした消費者教育講座の開催
５　「食の安全・安心」啓発事業の実施
６　訪問販売お断りシールの作成・配布
７　消費者啓発動画の配信
８　消費者力検定受験対策講座の実施
９　大学における消費者講座の開講

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

消費者団体等との協働による市民向け講座の開催

1,477            消費生活相談員の実務研修への参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

300                ⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 講師謝金，印刷費，会場使用料300            消費者団体等との協働による市民向け講座の開催



-62,000              合計 64,705          -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

弁護士による消費生活相談員 の相談支援事業の充実（弁護士による法律指導及び助言 あ せん）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

執務参考図書等の購入，市民しんぶん挟み込み広告，市政広報板へのポスター掲示及び地下鉄・市バス等へのセンター案内版等の
設置，啓発物品の新規作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業名

各種専門機関の担当者を講師とした消費生活相談員向け研修会の開催（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

執務参考図書等の購入，市民しんぶん挟み込み広告，市政広報板へのポスター掲示及び地下鉄・市バス等へのセンター案内版等の
設置，啓発物品の新規作成

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（強化）

（強化）

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員１人当たり，２年に１回）

（既存）

（強化）

国民生活センター主催の研修への参加支援（相談員１人当たり，１に１～２回）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

弁護士による消費生活相談員への相談支援事業（月１回法律事例研究会を開催）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

消費生活講座の開催

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

映画館ＣＭ上映，高齢者等一般市民を対象とした講座等の開催，高齢者等の見守り活動に従事している関係機関等を対象とした講演
会の開催，教員を対象とした消費者教育講座の開催，「食の安全・安心」啓発事業の実施（上積分1,000千円充当），訪問販売お断り
シールの作成・配布，消費者啓発動画の配信，消費者力検定受験対策講座の実施，大学における消費者講座の開講

（既存）

（強化）

相談員等の増員（２名），祝休日における電話相談事業の委託

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

相談員１０名体制，週末（土・日）電話相談事業の委託

（既存）

（既存）

（強化）

消費者団体等との協働による市民向け講座の開催

なし

⑫食品表示・安全機能強化事業 （強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

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

年間研修総日数

自治体参加型

参加者数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実地研修受入人数

実施形態 研修参加・受入要望

人 人時間／年

人

人 千円

22     3,771             

7,620             

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

22     

（勤務時間、日数等 拡大）



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

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

90,899        

千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

86,602          

千円

千円

13    消費生活相談員の配置

平成24年度の消費者行政予算

千円平成20年度の消費者行政予算

90,744        

相談員総数

150,744         

平成24年度末予定

平成23年度の消費者行政予算

千円

人

993              

うち基金（交付金相当分）対象経費

152,899         

62,000        

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

60,000        千円

千円 前年度差

1,100            

平成23年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

13    

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 6,520            千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 155             20年度差 4,297           

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

人

11    

処遇改善の取組

11    

平成24年度末予定

②研修参加支援

①報酬の向上

○ 旅費額の増

具体的内容

2      うち委託等の相談員 平成23年度末

うち定数内の相談員

③就労環境の向上

人

人うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 2      人

人

人

相談員数

平成23年度末 相談員数

平成23年度末



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑧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 高度化事業

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）

26050市町村名 福知山市 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 平成自治体コード京都府

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計 - 2,566            1,977                -

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 職員以外の相談員の配置 2,446            1,857                相談員への人件費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 福知山市くらし・安心サポーターへの支援 120              120                  報償費、消耗品費、役務費、備品購入費

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

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化） 引き続き相談員を配置し、相談室における相談業務にあたる。市センターへ来ることが困難である相談者に対しては、来訪による相談を行う。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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） 福知山市くらし・安心サポーターに対して、消費生活出張講座協力時の謝礼等の支援を行っている。

（強化） 福知山市くらし・安心サポーターの知識や資質の向上を図る。

月に2日(第2・第4水曜日)、専門相談員を配置。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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）



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）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,708             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,857             



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

-1,272        千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24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 810             千円 20年度差 -974            

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 1,857            千円

千円

相談員数 1      

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,082          千円

平成23年度末

平成24年度の消費者行政予算 2,787            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,977          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,070            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度末予定

3,988          千円

相談員数 人

前年度差

1      人

相談員数

平成20年度の消費者行政予算 1,784            

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 人

うち定数内の相談員 平成24年度末予定

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24年度末予定 相談員数 -      人相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 1      人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相相 平 年 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

対象経費

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 24 年度262021都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 回覧板による悪質商法への注意喚起を行う 1,134            1,134                消費者啓発を載せた自治会回覧板の作成費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,134            1,134                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

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）

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）

⑧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）

度
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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） 市内すべての自治会に消費者啓発の記事を印刷した回覧板が行きわたっていないため、地域間格差が生じている。

（強化） 消費者啓発の記事を印刷した回覧板が行きわたり、市内くまなく自動的・定期的に消費者啓発ができるようになる。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（そ 他）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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 4      人

年間研修総日数 40    人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 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
（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

平成20年度の消費者行政予算 3,259            

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,118          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 4,276            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,158          千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 4      人

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 4,224            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,134          千円

千円

相談員総数

相談員数 人

4      人

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 4      

前年度差 -28             3,090          千円 20年度差 -169            千円

相談員数 人 平成24年度末予定

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 4      人

うち定数外の相談員 平成23年度末

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相相

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

相 平 年

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成24年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

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



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加支援 93 93

平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 綾部市 自治体コード 262030

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の研修参加支援 93              93                  

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

旅費、研修費

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の配置 1,666            1,665                消費生活嘱託相談員の報酬、共済費（雇用主負担分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための教育と啓発 138              138                  啓発チラシ作成費、啓発物品購入費

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,897            1,896                -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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

（強化） 消費生活相談員等が国民生活センターや京都府が主催する研修会に積極的に参加し、レベルアップをはかる。（3人で延べ17回）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活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）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

消費生活展や出前講座、出張の消費生活相談窓口等（11地区を各1回巡回）で分かりやすい消費者啓発グッズやパンフレット等を3種
類以上延べ2000部以上を配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活専用のパソコン等がなく庁内で調整して使用。充分な設備がなく高齢者への被害未然防止のための啓発が困難。

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,392             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,665             



５．消費者行政予算について

1

６．市町村の消費生活相談員の配置について

301              

千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成23年度の消費者行政予算 3,026            千円

平成24年度の消費者行政予算 2,334            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,896          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 463             

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,563          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,665            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 438             千円 20年度差

千円

1      人

相談員数

平成24年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

137              千円 前年度差 -25             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人

相 平 年 相 相

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

平成24年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

京都府 市町村名 宇治市 自治体コード 262048 平成都道府県名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員・相談員の国民生活センター等での研修参加 302              200                  研修会参加にかかる経費（旅費、宿泊費、負担金等）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談員等 ｱｯ 事業（研修参加支援） 職員 相談員 国民生活 タ 等で 研修参加 研修会参加にかかる経費（旅費、宿泊費、負担金等）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員を１名増員 2,699            2,457                相談員１名の人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品、パンフレット等の作成と市広報紙の特集号発行 517              516                  啓発物品、パンフレット等の作成費と広報紙の印刷代等

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,938            3,593                -

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

（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）

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

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

度
（既存） なし

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

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） 啓発物品、パンフレット等を作成し、消費生活展、消費生活講座等で使用（配布）するとともに、市広報誌の特集号を発行し、啓発強化を図る。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（そ 他）
（既存）

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,511             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,457             



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

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 6,053          

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,264          千円

-493            千円 前年度差 883             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 3      人

7,429            

千円

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成23年度の消費者行政予算 10,317          千円

平成24年度の消費者行政予算 10,529          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,593          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,457            

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,936          千円 20年度差

千円

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人 平成24年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

平成24年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相 平 年 相 相

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23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が実施する基礎・専門研修会に参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

宮津市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 「宮津与謝消費生活センター」の継続運営 228              131                  書籍等の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

262056 平成 24 年度

対象経費事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

都道府県名 京都府 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等の府外、府内での研修への参加支援（3名） 522              522                  旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置（2名） 3,201            2,856                消費生活相談員の人件費

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,640            2,640                啓発資料作成費

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
民間団体を通じて啓発物品配布、暮らしの情報提供サイ
トの構築

6,000            6,000                啓発資料（幟）作成費、サイト構築費、サーバ購入費

合計 12,591          12,149              -

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし　　　※21～２２年度はスタートアップ事業(拡充)により、書籍等参考資料の購入。

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

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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 府開催の研修に旅費の発生しない研修に参加

（強化） 府開催の研修及びその他の研修に参加できるよう旅費を支援(相談員及び担当職員等3名）

（既存）

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

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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化）

⑱消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）
民間団体を通じて、消費者被害防止啓発物品の配布。
消費生活をはじめ「暮らしの情報」に係るサイトを構築する

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 職員対応

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

（強化）
消費生活をはじめ「暮らしの情報」に係るサイトを構築する。



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）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,856             

2       2,232             

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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成23年度の消費者行政予算 7,774            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,360          千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,856            千円

414             千円

平成24年度の消費者行政予算 12,591          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 12,149        千円

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

前年度差 28              千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24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 442             千円 20年度差 442              千円

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相 平 年 相 相

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23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

262064 平成 24 年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 亀岡市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入等 20                20                    図書購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員、相談員の研修への参加支援 147                  旅費等147              

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 中学生消費生活啓発学習講座開催 1,200            1,200                講師謝金等

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

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 消費生活相談担当嘱託職員を配置 2,398            2,398                消費生活相談担当嘱託職員報酬費等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,765            3,765                -



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）

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

（強化） 消費生活参考図書購入

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

（強化） 府外開催の研修に参加できるよう旅費等を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活学習出張講座・親子消費者教室・消費者大学の開催

（強化） 中学生消費生活啓発学習講座開催経費（市内８校）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

（強化） 消費生活センターの開設、権限移譲等に伴う事務の増加等に対応するため、相談員・担当職員の研修参加を支援

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

⑱消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）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,508             

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       2,398             



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

千円

平成23年度の消費者行政予算 11,346          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,480        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 ー

平成20年度の消費者行政予算 599              

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 866             千円

平成24年度の消費者行政予算 6,952            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,765          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 ー 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,398            千円

前年度差 2,321          千円

相談員総数

人

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,187          千円 20年度差 2,588           千円

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

2      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相 平 年 相 相

②研修参加支援 ○

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

研修参加のための旅費等支援

③就労環境の向上

④その他

相談員数 1      人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 城陽市 自治体コード 262072 平成 24 年度

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活相談室の整備 21                21                    

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

専門図書の購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

費用弁償、旅費、参加費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等実施の研修参加 199              199                  

⑨消費生活相談窓 高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

上積分（1,000）、既存分（2,084) 啓発用回覧板等購入費

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

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 食の安心・安全等の啓発用回覧板配布等 3,084            3,084                

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,304            3,304                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

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

（強化） 専門図書の購入費

（強化）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（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） 費用弁償、旅費、参加費

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（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） 消費者被害防止のための啓発事業（啓発用蛍光ペン作成、啓発用パンフレット作成、講座実施（講師謝礼））

（強化） 各地区に食の安心・安全等啓発用回覧板を配布、啓発グッズ、講座用アンプ購入費、講座講師謝礼等

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

⑱消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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人 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



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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

-1,018        千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 6,964            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,013          千円

平成20年度の消費者行政予算 5,357            

平成24年度の消費者行政予算 8,237            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,304          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,951          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24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 4,933          千円

2      

2      うち定数外の相談員

うち定数内の相談員 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 2      人

人

相談員総数

20年度差 -424            千円

相談員数

前年度差

人

平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数

人

平成23年度末 相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相

相談員数

平 年 相 相

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23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センターでの研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談室の整備



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業名

都道府県名 京都府 年度

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

市町村名 向日市 自治体コード 262081 平成 24

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 執務参考資料の購入 25                24                    執務参考資料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター等主催の研修への参加支援 161              161                  研修参加のための旅費、研修費、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談件数の増加に対応し、窓口開設時間を拡充し、強化 242              242                  消費者行政担当者の勤務時間及び勤務日数の拡大

⑬消費者教育・啓発活性化事業 弁護士を講師に招いたセミナー開催、啓発冊子の購入等 455              454                  教材購入費、講師謝金

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 883              881                  -

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）



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）

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

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 近隣府県開催の研修会に参加、相談員のレベルアップを図っている。

（強化） 引き続き近隣府県及び国民生活センター（相模原）での研修に相談員・職員が合計10回参加できるよう支援。

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）

（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） 生活セミナーの講師に弁護士を招いて開催。悪質商法への対策を手口のタイプ別にまとめた啓発冊子17,000部を配布した。

（強化） 引き続き生活セミナーに弁護士を招いて開催。高齢者及び若者向け啓発チラシなどを購入、啓発を進める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 増加する相談件数に対応するため、市役所の窓口開設時間を拡充し、全日２日、半日３日とした。

（強化） 引き続き市役所の窓口を全日２日、半日３日開設し、相談に対応する。

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）（強化）



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）

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

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 人時間／年

人

人 千円

2       132                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       242                



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

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,255            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,013          千円

平成20年度の消費者行政予算 2,990            

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,242          千円

平成24年度の消費者行政予算 3,503            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 881             千円

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 2      人 平成24年度末予定 相談員数 2      

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 242              千円

前年度差 -620           千円

相談員総数消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,622          千円 20年度差 -368            千円

人

人

2      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相 平 年 相 相

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

相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末

②研修参加支援 ○ 昨年度に引き続き、府外で行われる研修への参加を支援。

④その他 ○ 国民生活センターによる相談専門家の巡回訪問事業を受け入れ。



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 262099 平成

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

都道府県名 京都府 市町村名 長岡京市

事業名 事業の概要

24 年度

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

30                21                    参考図書購入費

71                    旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員が消費者行政に係る研修会に参加 79                

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

学校給食等食品放射能測定 8,000            8,000                
上積分（1,000千円）、既存分（7,000千円）
食品中の放射性セシウム測定装置の購入

合計 - 11,421          10,244              

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

講師謝金

2,062                報酬費3,222            継続して相談窓口の開設時間の延長

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 更なる専門的知識の習得のため、消費生活専門相談員研修会参加。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 相談時における参考図書の整備。

（強化） 前年に引き続き参考図書の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
存

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 謝礼契約（１日午前中の２時間～火・水・木・金）として相談を実施している。

（強化） 本年度も嘱託職員として採用し、昨年と同じく火・水・　木・金の午前９時～午後４時まで相談対応する。

自立した市民の育成、消費者被害の未然防止のため専門講師を招聘し、実話を交え寸劇等を行い、親しみやすい講演会を実施する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（強化） 学校や保育所給食の放射性セシウムを測定することにより、子供たちを内部被曝から守り、保護者の不安を解消する。



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

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

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 1 440

法人募集型

実地研修受入人数 人

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,440            

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,062             



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

926             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 1,250          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,361          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,111          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,062          千円

平成24年度の消費者行政予算 11,421        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,244        千円

平成20年度の消費者行政予算

相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

千円 20年度差 251              千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,177          

相談員数

相談員数

平成24年度末予定

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定

相談員総数 1      

うち定数内の相談員 平成23年度末

人 平成24年度末予定

人

人

人

前年度差 -73             

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

千円

人

相談員数

1      

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

相 平 年 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 262102 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談員及び職員の研修参加支援 367              367                  研修旅費及び参加負担金　

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

都道府県名 京都府 市町村名 八幡市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者行政担当者（賃金） 2,646            998                  消費者行政担当者の勤務日数拡大（週３日から週５日）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
記念講演・センターだより作成配布・路線バス車内アナウ
ンス・啓発グッズ

4,139            4,135                

啓発落語会1,065(講演料865・会場費200)食と安全の講演会1,000（講
師料３人分６６０・会場費１４０・印刷、新聞折り込む200）啓発シール140・
シール配布93・車内アナウンス315・センターだより印刷588・センターだ
より配布419・啓発うちわ315・消費者六法、専門書籍30・くらしの豆知識
170

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 7,152            5,500                -

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

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

⑨ 費 窓 高度 事業
（既存）

（強化）

記念事業の開催（啓発落語会、食と安全の講演会）・啓発グッズの購入・センターだより（全戸配布）等で広く市民に啓発する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

人

人 千円

1       672                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

998                



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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,649        千円

平成24年度の消費者行政予算 19,400          千円

19,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,851          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人 平成24年度末予定

平成20年度の消費者行政予算 13,743          千円

平成23年度の消費者行政予算

20年度差 157              千円 前年度差 251             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 998              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13,900        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

人

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

2      人

相談員数

相談員総数

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24年度末予定

相談員数 人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

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ｊ民生活センター開催研修会等参加旅費及び参加負担金

③就労環境の向上

相

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ Ａ月額8,650円増額（予定）　Ｂ8,100円増額（予定）

相 平 年 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 京田辺市 自治体コード

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

26211 平成 24 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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書の購入、パンフレットラック・ロッカーの購入 377              377                  参考図書購入費、備品購入費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・職員の国セン、府センター研修旅費 142              142                  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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発物品・啓発資料購入 1,236            1,236                 啓発物品・啓発資料購入費

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 嘱託職員の報酬・相談日拡充分 7,603            3,976                報酬費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 民間団体と協力してイベント開催 300              300                  上積分（300）講演料等

合計 - 9,658            6,031                -



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）

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） 執務参考図書購入

（強化） 参考図書の購入

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

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

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）

（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） くらしの豆知識・啓発物品・啓発資料購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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

（強化） 週５日の相談で時間を午前９時からに拡充、嘱託職員を１名増員採用

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）

⑱消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） 民間団体と協力して消費生活問題を啓発するイベントを開催（強化） 民間団体と協力して消費生活問題を啓発するイベントを開催



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,976             

2       2,784             

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

平成20年度の消費者行政予算 1,543            

平成24年度の消費者行政予算 9,161            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,031          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 2,973          千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 8,332            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,359          千円

前年度差 157             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 2      人 平成24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 3,130          千円 20年度差 1,587           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 3,976            千円

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24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23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

相談員数 人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 増員した嘱託職員の研修参加を支援

③就労環境の向上

相

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相 平 年 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市 自治体コード 262129 平成 24 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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 参考図書購入、コピー機設置 102              102                  参考図書購入費、コピー機リース料

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員等研修参加等支援 819              819                  研修会旅費・受講料

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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 消費者教育講座開催・啓発グッズ作成・啓発チラシ作成 867              867                  消費者教育講座講師謝金･旅費、啓発グッズ作成費用、啓発
チラシ用紙代

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
消費生活相談員の配置・多重債務支援相談員による相
談対応井

3,990            3,990                消費生活相談員（臨時職員）の賃金、通勤手当、社会保険料

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 5,778            5,778                -



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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 消費生活ｾﾝﾀｰを新たに設置、相談員を配置して相談業務を専門的に行う。相談業務用のパソコン、車両購入。周知用冊子等作成。

（強化） 相談業務に必要なコピー機の設置、参考図書の購入

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活ｾﾝﾀｰ及び府消費生活安全センター開催の研修に参加（常勤職員・相談員）

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）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者教育講座を開催（予定回数４回）。啓発グッズを作成しイベント等で配布する。

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）

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）

人 人時間／年

人

人 千円3       

3       3,672             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3,990             



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

人 平成24年度末予定 相談員数 人

千円

5,235          千円

千円

3,542          千円

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算 6,969            千円

5,778          千円

3,990            千円

平成24年度末予定 相談員数

相談員総数 3      相談員総数 3      

平成20年度の消費者行政予算 2,043            千円

平成23年度の消費者行政予算 8,777            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,191          千円 20年度差 -852            千円 前年度差

消費生活相談員の配置 平成23年度末

-2,351        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

3      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人 平成24年度末予定

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 3      人

人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相相 平 年 相

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

研修参加旅費（旅費・研修費・資料代等）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

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）

書籍等の購入費

55                    

20                    

平成 24都道府県名 京都府 市町村名 南丹市

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

262137自治体コード

事業名

参考資料の充実

国セン等の研修に参加。相談員・担当行政職員のレベルアップ 55                ⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

年度

20                ⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費事業の概要

専門相談員の配置（平成23年度から新規配置）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

200                  

報酬費

啓発用パンフレット等の購入・作成費200              

パンフレット等の購入・作成費、講演会の講師謝礼費

1,292            1,292                

-- 2,567                

1,000                

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

パンフレット等による啓発

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

2,567            

福祉関係者（民生委員等）への啓発・研修⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

1,000            



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

府内会議への参加程度。（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑧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消費生活センター機能強化事業（増設）

参考図書の充実。

交付金を活用して、国セン等の研修に参加。

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

なし

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

専門相談員を配置。

啓発用パンフレット等の作成・購入。

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし

（既存）

（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

手づくりチラシの配架。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
福祉関係団体を通じて配布する啓発パンフレット等の作成・購入。福祉関係者者（民生委員等）に対する学習会（講演会）を開催。（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

年間実地研修受入総日数

人

人日

実地研修受入人数

人日

法人募集型

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

研修参加・受入要望

参加者数

追加的総業務量（総時間）

実施形態

自治体参加型

年間研修総日数

人 人時間／年

人

人 千円

追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

1       1,292             

1       875                



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

千円

千円

前年度差

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

千円20年度差

人

1      平成23年度末

人

人

千円

1,183            平成23年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1      相談員総数 人 相談員総数

千円

17               59              

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

2,567          

千円

千円

千円

千円

平成24年度末予定

相談員数

相談員数

相談員数

42                

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成24年度の消費者行政予算

1,128          

55              

4                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度末

1      

人

人

人

千円

2,626            

うち定数内の相談員 平成23年度末

1      平成23年度末消費生活相談員の配置

相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

相相 相平 年



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費

年度263036 平成 24都道府県名 京都府 市町村名 大山崎町 自治体コード

合計 - 240              180                  -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

相談窓口開設日数を月2回から4回に拡大継続する。 240              180                  報酬費⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



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）

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

人 人時間／年

人

人 千円1       180                

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       48                  



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

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人

うち定数内の相談員 平成23年度末

平成24年度末予定 相談員数 1      

相談員数 人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員総数 1      

相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 人

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円 20年度差 -67              

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 180              

千円 前年度差 -101           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

240              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 161             

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

平成24年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成23年度の消費者行政予算 341              千円

平成20年度の消費者行政予算 127              千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援 ○ 京都府消費生活安全センターが主催する研修会に参加する。

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

相 平 年 相 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

井手町都道府県名 京都府 市町村名 自治体コード 26343 平成

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消費生活センター機能強化事業（新設）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

合計 - 120              120                  -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．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）

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）

⑧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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談殷を配置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑱消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）

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）

人 人時間／年

人

人 千円

1       72                  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       120                



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

平成20年度の消費者行政予算 －

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 120              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 103              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 103             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

20年度差 #VALUE! 千円 前年度差

人

-                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数 1      

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談員の研修参加を支援

③就労環境の向上

相 平 年 相 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員等の研修参加支援 18                18                    旅費（JR宇治～近鉄東寺　往復２０回分）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考図書の購入 14                14                    執務参考資料購入

都道府県名 京都府 市町村名 宇治田原町 自治体コード 263443 平成 24 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）

⑱消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 - 554              554                  -

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費者行政担当者の配置 396              396                  消費生活相談員報酬（９，０００円×４４日分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活啓発資材を用いた住民への啓発 126              126                  消費生活啓発資材購入費

⑨消費生活相談窓口高度化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 執務に必要な参考資料を揃える

（強化） 相談業務に必要な図書資料を購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 住民からの相談業務にあたる消費生活相談員が府の研修に参加することを支援

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活相談員が府の研修・府や他市町村の相談員との情報交換会に参加することを支援

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）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 住民に啓発を勧める資材を購入し、配布する

（強化） 近年、急増している高齢者の被害に対する啓発を勧める資材を購入し、敬老会等のイベントで配布する

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員へ報酬を支払う

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員へ報酬を支払う

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）



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

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）

1 264

実施形態 研修参加・受入要望

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

1       396                

1       264               



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

20年度差 46               千円 前年度差 -50             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 226             千円

平成24年度の消費者行政予算 730              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 554             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 396              千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 176             千円

平成20年度の消費者行政予算 130              千円

平成23年度の消費者行政予算 866              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 640             千円

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○
月１回、府で開催される情報交換会の参加を支援し、府下の相談内容を把握し、
啓発や業務にいかしてもらう

③就労環境の向上

④その他

相 平 年 相 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 精華町 自治体コード 26366 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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） 暮らし情報提供サイト 5,000            5,000                サイト構築費、調査費、会議費

合計 - 5,000            5,000                -



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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消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） 住民の安心・安全な日常生活のために、消費生活や行政サービスに係る情報を集めたポータルサイト（暮らしの情報提供サイト）を構築、



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

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）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 497              千円

平成23年度の消費者行政予算 441              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 441             千円

平成24年度の消費者行政予算 5,520          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 520 千円 20年度差 23 千円 前年度差 79 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 520           千円 20年度差 23              千円 前年度差 79            千円





６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数 -      人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

都道府県名 京都府 市町村名 京丹波町 自治体コード 26407 平成 24

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者の府内･府外研修参加 20                20                    研修参加支援（旅費等）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 870              870                  -

⑬消費者教育・啓発活性化事業 食の安心・安全等消費者被害防止のための啓発 850              850                  
上積分（300)、既存分（550） 食の安心・安全啓発物品の作成、
消費生活相談啓発のマグネットシート作成費、啓発パネル作成
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

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．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） 府等開催の研修に、担当職員等が年7回参加

（強化） 府等開催の研修に、担当職員等が年１２回以上参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 食の安心・安全のための啓発物品の作成、消費生活相談啓発のマグネットシート作成、消費生活啓発パネル作成

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

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

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



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

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 1      

千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 870             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 1,390          千円 20年度差 933              千円 前年度差 484             

2,260            千円

平成20年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成24年度の消費者行政予算

457              千円

平成23年度の消費者行政予算 1,262            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 356             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

906             千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

相 平 年 相 相

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援

具体的内容



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費者相談窓口の機能強化,町内全域の高齢者(独居)世帯の訪問・巡回活動の実施 105              100                  書籍代、高齢者訪問・巡回に係るリーフレット代

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

都道府県名 京都府 市町村名 伊根町 自治体コード 26463 平成 24 年度

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計 - 210              200                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の為の研修会、サロン、普及啓発活動の企画及び実施 105              100                  研修会及びサロンのリーフレット・資料代、各戸配布リーフレット代

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活に関する書籍、普及啓発リーフレット等を購入・活用することで相談窓口としての機能強化を図る。

（強化） 引き続き、相談員・駐在所・民生委員・役場職員による高齢者(独居)世帯の訪問・巡回活動を行う。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 民生委員、府の暮らしの安全推進員を対象にした研修会を開催する。併せて町全域での消費生活普及啓発活動を行う。

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

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

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）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

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）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態

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
（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

平成24年度末予定うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 相談員数 人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 68              千円 20年度差 -17              千円 前年度差 2                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数 -      人

平成24年度の消費者行政予算 268              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 66              千円

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 250             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 316              千円

平成20年度の消費者行政予算 85                

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

相 平 年 相 相

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

20                20                    研修参加支援の旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談窓口の充実 10                10                    参考資料の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 24 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）

都道府県名 京都府 市町村名 与謝野町 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

264652

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 民間団体との協働によるイベントの開催 1,000            1,000                

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）

啓発用チラシ・グッズ作成費等

合計 - 1,475            1,475                -

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害の未然防止のための啓発 445              445                  啓発用物品制作及び広報誌掲載費用

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 府開催研修会への旅費支援（3回程度）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（既存）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

専門書籍を購入し相談窓口の充実（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化） 民間団体との協働によるイベントを開催、消費者問題啓発チラシやグッズを配布

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（強化）
悪徳商法被害防止のための物品作成（品名：社会生活のマナー本、対象：新成人、数：300冊、配布方法：成人式のお祝い品として配
布）、チラシの作成、数：1万枚、配布方法：各個配布及び高齢者が集まられる機会等への配布、広報誌１頁掲載（2回、8,600部）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）



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

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）

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

法人募集型

人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

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



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

人 平成24年度末予定 相談員数 人

相談員数 人人

-      人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

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24年度末予定

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24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 76              千円 20年度差 27               千円 前年度差 -258           千円

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 334             千円

平成24年度の消費者行政予算 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,475          千円

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

平成20年度の消費者行政予算 49                

1,551            

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,016            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 682             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

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

相

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

相 平 年 相



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 年度

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）

対象経費

自治体コード

事業経費

350            350                旅費

都道府県名 京都府 市町村名 相楽郡広域事務組合

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

24268496

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

基金（交付金相当
分）対象経費

 相談員等の研修参加

事業の概要

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

10,046              

消費生活相談員報酬等人件費

1,000                啓発冊子等購入費

-

1,000            福祉団体等と協力して、高齢者等に啓発冊子を配布

10,911          

210                  

350            

210              

350                

啓発講座講師謝礼、啓発リーフレット等作成費

8,486                

旅費

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

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

合計

 消費生活講座の開設、啓発リーフレット等作成

⑧消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）  相談員等の研修参加

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

 消費生活相談員3人を雇用し、相談業務を実施 9,351            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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）

 国民生活センターが主催する研修会への参加（５回）、京都府等が主催する研修会への参加（２１回）

（強化）

（既存）

 なし

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

（既存）

事業名

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
なし

 なし

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

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

 なし

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
福祉団体等と協力して、高齢者等に消費者問題啓発冊子等を配布。（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

実施形態

人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

4 630

年間研修総日数 人日

参加者数

年間実地研修受入総日数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

3

自治体参加型

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

4,630            

8,486             

対象人員数計 追加的総費用

3       

3       



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

-                  

9,149          

10,013          

平成20年度の消費者行政予算

千円

1                千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 8,486            千円

20年度差千円865             

人

千円

千円

865              千円

人平成23年度末

平成23年度末

うち委託等の相談員

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員総数

3      うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度の消費者行政予算

平成24年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

3      

前年度差

人 3      相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,046        

千円

平成23年度末

8,474            

864             

千円

千円

10,911          

千円

千円

消費生活相談員の配置

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

人3      

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

③就労環境の向上

④その他

 国セン、京都府等が実施する研修会等への積極的な参加○

平 年

処遇改善の取組

①報酬の向上

②研修参加支援

相 相 相


