
都道府県コード 260002

平成 年度24

京都府 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２ 消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

52,955                        62,042                        

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 47,756                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 64,566                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

139,264                      

-                                -                                

41,846                        

7,161                          

平成 24 年度 京都府

事業名

事業計画【総括表】

合計

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

144                            

16,646                        19,054                        

-                                

-                                

2,412                          

-                                

-                                

-

210,178                      70,914                        

-                                

40,595                        

9,087                          

都道府県

9,720                          1,720                          

2,408                          

（３）消費生活相談員養成事業

144                            

-                                

4,484                          6,896                          

-                                

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

8,000                          

-                                -

-                                

22,720                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

都道府県予算

消費者行政予算総額

342,066                                                          

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

②年間研修総日数

617,299                                                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 210,178                                                          

275,233                                                          

③参加自治体

管内全体の研修参加

34%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

34                              



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

9,411          

事業名 事業の概要

資料保管庫、各種執務参考書の購入により機能の充実
を図る

2,254          

⑦消費生活相談窓口高度化事業 8,000                 

対象経費

旅費、研修費、教材費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

300                   

講師謝金、職員旅費、会場借上料、教材・資料
作成費

2,112                 

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

府、市町村職員・相談員と弁護士等の専門家で構成す
る「消費者あんしんチーム」による相談サポート、あっせ
ん案の提示等により困難な消費生活相談を解決する。

府センター・振興局の相談員・職員の国民センター等主
催研修への参加支援

府内の相談員・職員を対象としたレベルアップ研修を開
催するとともに、相談員等をセンターに受け入れて実務
研修を実施

2,408                 4,660          

弁護士会委託料、弁護士や建築士等の専門家
への謝金、旅費

500             

機材・事務用機器の購入費、執務参考資料購入
費

別表１ 都道府県実施事業分

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

7,161                 

534             

民間団体を通じて各種消費者問題の啓発講座の開催、
くらしの安心推進員養成講座及び同推進員のスキル
アップ研修の実施、地域の住民や事業者で構成する訪
問チームによる定期的な見守り活動を行うモデル地区を
全府域に拡大。

くらいの安心・安全推進月間（１０月）に啓発事業を集中
実施（リーフレット等の作成、啓発講座、街頭啓発等）。
福祉関係者や民間企業の職員を対象とした啓発講座の
開催等

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

広告物企画・印刷費、講師謝金、講師旅費、会
場借上料、教材・資料作成費

9,087                 10,157        

弁護士等謝金、旅費、会場借上料、システム開
発委託料、サーバー購入費

事業強化のための非常勤職員の採用、相談員の報酬
引上げ、土日・祝日（年末・年始除く）の電話相談

8,961          

講師謝金、講師旅費、会場借上料、資料作成費
等、委託料

17,290               

講師謝金、講師旅費、会場借上料、資料作成費
等

報酬、委託料（人件費、運営費）

消費者行政・事故情報を一元化する「くらしの安心・安
全推進本部」の運営

消費者あんしんチームによる、事業者への早期警告・処
分、一括あっせんや集団訴訟支援を通じて効率的な被
害回復と悪質商法の抑止。リアルタイム対応システムの
構築

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

24,256               

300                   

21,035        

27,399        

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

70,914              84,911        合計



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

市町村相談員・担当職員（基礎・現任）研修（2回）、市町村等相談員の実務研修受け入れ（25人・各3日）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

消費者あんしんチームによる困難な消費生活相談の迅速な解決及び事業者指導を的確に実施

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

国民生活センター研修等への参加（25回・90人日）

なし（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センター研修等への参加（10回・24人日）（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

市町村生活相談員・担当職員情報交換会（12回・180人）苦情処理研究会（6回・70人）

（既存）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談コーナー設置、振興局相談窓口設置

資料保管庫購入、執務参考図書の購入

⑤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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業 （既存）

「京都府くらしの安心・安全推進本部」会議や研修会の開催

（既存）

（既存） 消費生活週末（土・日）電話相談事業の委託

事業強化のため非常勤職員２名を採用、相談員19名の報酬を引き上げ。土日・祝日（年末・年始除く）電話相談

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

被害者を掘り起こし、事業者への啓発発信や処分等により、悪質商法を徹底撃退。悪質商法事案に即応するためのリアルタイム対応
システムの構築

（強化）

民間団体を通じて各種消費者問題の啓発講座を開催する、くらしの安心推進員養成講座及び推進員のスキルアップ研修の実施、地
域の住民や事業者で構成する訪問チームによる定期的な見守り活動をおこなうモデルちくの全府域への拡大、青少年携帯被害防止
のための保護者教室 食の安心 安全情報の提供等

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

なし

なし

（強化）

（強化）

消費者あんしんチ ムによる困難な消費生活相談の迅速な解決及び事業者指導を的確に実施

（既存）

（強化）

（既存）

くらしの安心推進月間（10月）に、消費者団体と共催で府内各地で啓発講座等の開催（消費者パワーアップセミナー・産業祭での啓発
劇・ミニ講座など）や広域振興局や福祉団体等と連携した街頭啓発。高齢者消費者に対するトラブル防止のための各種啓発事業の実
施。

（強化）

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業 （強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存） くらしの安心推進月間（10月）に消費者団体の協力により、府内各地で啓発講座の実施

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

くらしの安心推進員（ボランティア）を登録し、地域での見守り活動を促進。

のための保護者教室。食の安心・安全情報の提供等



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。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

2,592             

年間研修総日数 人日

2       

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

実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人人

自治体参加型

人日

参加者数

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

19      

対象人員数計 追加的総費用

21      7,161             



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 1,720           弁護士による相談員への相談支援

350             相談員向け研修会の開催

144             

4,771           4,134           

149             

相談員等の実務研修参加支援

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

参考図書の購入、地下鉄・市バスへのセンター案内板等の
設置、備品の購入

16,646         

書籍の購入、相談案内チラシ作成、高齢者訪問リーフレット
作成

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）

京都市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向
日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹
市、宇治田原市、京丹波町、与謝野町、相楽郡広域事務
組合

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）

350             

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

京都市、宇治市 2,098           

京都市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、
京田辺市、京丹後市

16,753         

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 京都市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 南丹市、宇治田原町、伊根町、与謝野町

民間団体と協力して各種消費者問題の啓発イベントの開催
や講演会を開催、放射能測定機器の購入、くらしの情報サイ
ト構築

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
京都市、福知山市、宮津市、長岡京市、京田辺市、南丹
市、精華町、与謝野町、相楽郡広域事務組合

22,720         

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

京都市、福知山市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、
向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹
市、大山崎町、井手町、宇治田原町、相楽郡広域事務組
合

22,720         

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

相談員の報酬、時間外手当

52,966         52,955         

40,595         50,932         

食の安心・安全に関する講習会開催、映画館でのＣＭ上
映、高齢者等一般市民を対象とした講座等の開催、教員を
対象とした消費者教育講座の開催、啓発用（食の安心・安全
等）回覧板の作成、高齢者及び悪質商法防止パンフレットの
作成、中学生啓発学習講座開催、記念講演会（落語家によ
る高齢者被害防止等）開催

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
京都市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、京
田辺市、京丹後市、宇治田原町、京丹波町、伊根町、与
謝野町、相楽郡広域事務組合

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）

139,264      合計 150,739      



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

対象人員数

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人

44      

人

人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

法人募集型

26,711            

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 千円

（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

44      40,595            



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

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

チェック項目

-

21%

226,960           千円 342,066           

千円

千円

積増し相当分

千円

25,661             

千円

45,253            千円 70,914             千円

前年度差

115,106           

平成23年度 平成24年度

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

交付金相当分 210,178          

千円

70,914            

139,264          

①都道府県の消費者行政予算

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

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）取崩し額

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

千円

千円 1,100              

210,178           

千円1,100              

138,925           

千円 1,100               

146,954           

千円

千円

千円

千円千円 135,969           

340,224           千円 407,121           66,897            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

-

130,121           -

千円 -

千円

-                    

-

-

千円 275,233           

34%

51%

63,224            

千円

千円

-2,956            

-                  千円

-千円

17,971            

15,015             

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

69,853            千円

千円

1,100               

千円

260,218           

③都道府県全体の消費者行政予算総額 617,299           487,178           

うち基金（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

千円

139,264           121,293           

271,152           201,299           



２－２．消費者行政予算について②

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

人

人

人

千円

千円

千円

千円

千円

-                     

407,121           

271,152           

-                     

-                     

-                     

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県 人

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

34.05              

千円

％

％

％50.60               

20.73               

135,969           



２－３．消費者行政予算について③

271,152           うち基金（交付金相当分）対象外経費 153,673           千円

153,673           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

269,661           千円

千円

千円

千円

115,988           千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 40,595             

千円

千円

617,299           

210,178           

347,638           

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

275,233           

139,264           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

188,393           

平成20年度 平成24年度

千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 7,161               千円

千円

千円

342,066           

70,914             

千円

千円

135,969           うち基金（交付金相当分）対象外経費 115,988           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

117,479           

159,245           

19,981             千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 47,756             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 269,661           千円 千円407,121           137,460           



平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 13,750                              千円

-                                     千円

-                                     

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

392                                  千円

千円

520,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 196,036                            

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） -                                     千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

千円

210,178                            千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

３．基金の管理

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

人

19       人

19       

19       相談員総数

相談員数

相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター等が主催する研修会に、全相談員が１回以上参加できるように支援

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成23年度末うち委託等の相談員

平成23年度末

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員の報酬額アップ

相談員総数

相談員数 人

人

平成23年度末

19       


