
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）

               12,019

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

１　京都市PTAしんぶんへの広告掲載
２　市民しんぶん挟み込み広告
３　啓発物品・啓発パンフレット等作成，購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

231                   1　委託料(弁護士業務委託　5案件）

1　役務費、委託料80(版下作成　108,000部　年4回）
２　需用費、委託料1,400（版下作成依頼　655,000部×2回）
３　報償費、需用費、役務費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 京都府 市町村名 京都市 261009自治体コード

１　京都市消費者サポートチームの充実（少額訴訟の支援
事業）

年度

           12,019

事業経費

692               

事業の概要

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

300                   

5,000                １　委託料（企画提案・開発・作成等業務委託一式）

１　報償費

1　賃金，需用費，使用料及び賃借料

756                   

1,993             

27 989

1,683                

１　旅費，需用費（諸費）

             7,500

5,000             

500               

１　消費者安全法に基づく立入調査等に関する事務費

500                   

１　年長児（幼稚園児・保育園児）向け消費者教育教材の
開発・作成

１　委託料5,500（10～11月開催、企画・運営・進行・出演料他業
務一式）一般市民を対象
２　委託料2,000（11月開催、企画・運営・進行・出演料他業務委
託一式）

                7,500

29 440

300               

１　臨時的任用職員の雇用

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

１　事業者に対する出前講座の実施

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

１　(共済費 231、賃金　1,452)⑧消費生活相談体制整備事業

１　コンシューマーフェスティバルの開催
２　高齢者のための「落語で学ぶ消費者問題」の開催

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 1,436             １　消費生活専門相談員への研修参加支援

              27,989 -           29,440-合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

市民しんぶん挟み込み広告，啓発物品・パンフレットの新規作成，執務参考図書等の購入

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

（強化） 市民しんぶん挟み込み広告，啓発物品・パンフレットの新規作成，執務参考図書等の購入，京都市PTAしんぶんへの広告掲載

事業名

京都市消費者サポートチーム事業（少額訴訟支援事業）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存） 京都市消費者サポートチーム事業

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化） 臨時的任用職員の雇用（１２箇月分）

（強化）

国民生活センター等主催の研修参加支援（相談員１人当たり，２年に１回）

（強化）

消費生活講座の開催

臨時的任用職員の雇用（２箇月分）

（既存）

コンシューマーフェスティバルの開催，高齢者のための「落語で学ぶ消費者問題」の開催（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

なし

（既存）

（強化） 国民生活センター等主催の研修参加支援（相談員１人当たり，１年に１～２回）

消費者安全法に基づく立入調査等に関する事務費

事業者に対する出前講座の実施

なし

（強化）

年長児（幼稚園児・保育園児）向け消費者教育教材の開発・作成

（既存）

⑦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）

（既存）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

なし

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

人 人時間／年

人

人 千円

1       

1,683                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1,566                      

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差         88,573 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

152,899         平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 86,602           

62,000         

千円20年度差

         27,989

千円

           1,971

相談員総数平成25年度末予定11

千円

人

千円

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

11相談員総数 人

1,100             

116,562         

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,683             千円

-                  

90,899         

千円

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）対象経費

消費生活相談員の配置 平成24年度末

         -2,326

千円

千円

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

研修機会の増

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

人

処遇改善の取組

11    

平成25年度末予定

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定11  人11  相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

11    相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

平成24年度末うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 福知山市 自治体コード 26050 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置 2,500             1,613                相談員人件費(報酬　1,292、費用弁償　113、社会保険料  208）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,500             1,613                -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 専門相談員を配置。

（強化） 引き続き専門相談員を配置し 相談業務を行う 市・消費生活センターに来所することが困難な場合には訪問による相談を実施する（強化） 引き続き専門相談員を配置し、相談業務を行う。市・消費生活センターに来所することが困難な場合には訪問による相談を実施する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       1,500                      人 人時間／年

人

人 千円

,

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,613                      



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 1,784             千円

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 1,857           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 930             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,227             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,613           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 1,613             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,614           千円 20年度差 -170            千円 前年度差 684             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

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 - 人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -

相談員数 - 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人

相談員数 - 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 相談員への報酬月額の増額

うち委託等の相談員 平成24年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 京都府 市町村名 舞鶴市 自治体コード 262021 平成 25 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消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活センターの電話番号等を印刷したマグネットの作
成

525               525                   消費生活センターの住民への周知に係る経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の研修会参加旅費、参加費 135               134                   研修会参加旅費及び参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

インターネット被害等を防止するための中学生向け啓発冊
子を購入

83                 82                     消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための経費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 743               741                   -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センターは設置済みであるが、その周知度が低い。

（強化） 困った時にすぐに相談・連絡できるよう消費生活センターの電話番号等を印刷したマグネットを作成の上、配布する。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦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） 経験年数の浅い相談員が多く、複雑巧妙化する消費者被害に対する相談対応に苦慮している。

（強化） 各種研修等の受講により、消費者からの相談や苦情処理のためのあっせんを実施するために必要な事務能力の向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 低年齢層に拡大するインターネット被害の未然防止・拡大防止を図るため、中学生向けの啓発冊子を購入し、中学校を通じて配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（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 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

平成20年度の消費者行政予算 3,259             千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,227             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,153           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,074           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,418             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 741             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,677           千円 20年度差 -582            千円 前年度差 -397            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人 平成 年度末 定

人

相談員数 人

相談員数 人うち委託等 相談員 平成 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

人 平成25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24年度末 相談員数

④その他 ○ 正職員による相談対応体制を継続する

②研修参加支援

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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 京都府

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

平成 25 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 綾部市 自治体コード 262030

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,102             2,102                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者被害防止のための教育と啓発 138               138                   
出前講座や消費生活展、出張の消費生活相談窓口等での消費
者教育と啓発

⑦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 95                 95                     旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員の配置 1,869             1,869                相談員人件費(報酬　1,560、費用弁償　65、社会保険料　244）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑥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）

⑦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人で述べ17回）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） パソコンがインターネットにつながっていない状況で、十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）
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）でわ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
以上述べ2000部以上を配布。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

（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。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       1,392                      

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

対象人員数計 追加的総費用

1       1,869                      

,

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -67             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 371             千円 20年度差 70               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 1,869             千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,473             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,102           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）対象外経費 438             千円

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

平成20年度の消費者行政予算 301               

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成 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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士の助言や見解を求める機会を設定 315               315                   弁護士会委託（月1回２時間程度35,000円×9回　※7月実施）

262048 平成 25 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 宇治市 自治体コード

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,047             6,479                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

食品ロスの削減に向けた消費者への周知啓発 3,000             3,000                
講演開催委託費（3月に開催、講師謝金等）、チラシ作成費、材
料費、資料作成費等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

町内会、講座参加者等に啓発物品（パンフレット）を配布 268               268                   啓発物品作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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・相談員の国民生活センター等への研修参加 304               196                   研修会参加にかかる経費（旅費、宿泊費、日当等）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員1名増員 3,160             2,700                相談員人件費(報酬　2,238、費用弁償　114、社会保険料　348）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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名の相談員が配置されており、国民生活センターの研修会に毎年交互に参加している。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 高度化・専門化する消費生活相談に対応するため、専門的な知識を有する弁護士の助言や見解を聞くことができる機会を設ける。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 食品ロスの削減に向けた消費者への周知啓発事業（小学生親子中心の講演会の開催等）を行い、消費者の認識行動変容を図る。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名配置　勤務時間 8:30-17:15　相談受付時間 平日9:00-12:00 13:00-16:00

（強化） 平成22年5月より相談員1名を増員し、消費生活相談体制の機能強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 啓発物品を作成し、町内会や消費生活講座等で配布し、啓発強化を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター等が実施する研修会（東京会場他）に行政職員及び相談員が参加できる機会を増加し、レベルアップを図る。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       1,674                      

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 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,700                      

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

3      人

前年度差 -666            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 7,315           千円 20年度差 -114            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 2,700             千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,794           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,479           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 7,981           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 11,515           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,534           千円

平成20年度の消費者行政予算 7,429             

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 ○ 国民生活センター等が実施する各種研修会への参加支援

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 「宮津与謝消費生活センター」の継続運営 228               130                   書籍等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262056 平成 25 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 宮津市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,551             4,108                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発 600               600                   啓発資料作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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） 523               523                   旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置（２名） 3,200             2,855                相談員人件費(報酬　2,721、費用弁償　108、社会保険料　26）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（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。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 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。

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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）



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．消費生活相談体制整備事業（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）

2       2,304                      

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 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       2,855                      

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

前年度差 1                 千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 443             千円 20年度差 443             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 2,855             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,551             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,108           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 442             千円

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

平成20年度の消費者行政予算 -

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24年度末 相談員数 - 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25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24年度末 相談員数 - 人 平成25年度末予定

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入等 20                 20                     参考図書の購入等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262064 平成 25 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 亀岡市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,336             3,336                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

中学生消費生活啓発学習講座開催 778               778                   講師謝金等

⑦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 138               138                   旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談担当嘱託職員を配置 2,400             2,400                相談員人件費(報酬　1,908、費用弁償　188、社会保険料　304）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 事務用機器の設置、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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） 消費生活学習出張講座・親子消費者講座・消費者大学の開催

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

中学生消費生活啓発学習講座開催経費(市内８校)

⑧消費生活相談体制整備事業
（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

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 府外開催の研修に参加できるよう旅費等を支援



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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）

1       1,508                      

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

対象人員数計 追加的総費用

1       2,400                      

,

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

2      人

前年度差 -2,800         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 816             千円 20年度差 217             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,400             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,152             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,336           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,616           千円

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 3,336           千円

平成20年度の消費者行政予算 599               

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 ○ 研修参加のための旅費等支援

③就労環境の向上

相談員数 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談室の整備 30                 30                     執務参考資料購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262072 平成 25 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 城陽市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 535               535                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のための啓発事業 305               305                   講座講師謝礼、啓発グッズ

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 200               200                   費用弁償、旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センターへの研修（１回）参加支援

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談室設備の改善（ＦＡＸ設置、冷暖房器具、ＰＣ、スキャナ、プリンター、デジカメ、専門図書、書棚等購入）

（強化） 執務参考資料購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者被害防止のための啓発事業（消費生活講座実施（講師謝礼）、啓発回覧板、中学生向け啓発冊子、講座用アンプ購入費等）

（強化） 啓発グッズ購入費、講座講師謝礼等

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 国民生活センター等への相談員・職員の積極的な研修参加支援（3回）してレベルアップを図る



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．消費生活相談体制整備事業（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

2      人

前年度差 44               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 4,977           千円 20年度差 -380            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2５年度の消費者行政予算 5,512             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 535             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 4,933           千円

千円

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

平成20年度の消費者行政予算 5,357             

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 ○ 国民生活センター等での研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 消費生活相談室の整備

相談員数人 平成25年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考資料の購入 20                 20                     執務参考資料代

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262081 平成 25 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 向日市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 592               592                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者への啓発活動 232               232                   啓発物・教材購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 103               103                   研修参加のための旅費、研修費、教材費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談件数の増加に対応し、窓口開設時間を拡充し、強化 237               237                   相談員人件費 (報酬　237）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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（5回）に参加、相談員のレベルアップを図って入る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 市役所の窓口開設時間を全日１日、半日３日とした。

（強化） 相談件数の増加により、市役所の窓口を全日２日、半日３日開設し、相談に対応する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（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） 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための啓発事業(消費生活相談コーナーにて配布する啓発物品の購入）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

2       129                        

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       237                        

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

2      人

前年度差 39               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 2,659           千円 20年度差 -331            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 237               千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,251             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 592             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 2,620           千円

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 883             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,990             

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 ○ 昨年度に引き続き、府外で行われる研修への参加を支援

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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談の機能強化を図るための環境整備 30                 21                     需用費（参考図書及び啓発用品購入）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262099 平成 25 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 長岡京市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,380             2,206                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活講演会等の開催 90                 90                     報償費（講師謝礼）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員及び担当職員の専門研修への参加 30                 25                     特別旅費（専門研修参加）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設時間の延長を確保 3,230             2,070                相談員人件費(報酬　1,465、費用弁償　181、社会保険料　424）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考図書等の購入

（強化） 引き続き参考図書及び啓発用品等の購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 謝礼契約（午前中2時間、週4日勤務）により、消費生活相談を実施

（強化） 嘱託職員（1日7.5時間、週4日勤務）により、消費生活センターとして相談業務を実施

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害の未然防止及び啓発活動の一環として、弁護士等による『消費生活講演会』を開催（年３回）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 更なる専門的知識習得のため、消費生活専門研修会等への参加



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1      1,440                  

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1      2,070                  

,

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

1     人

前年度差 -3             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1     人 平成25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 1,174        千円 20年度差 248           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 2,070        千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,380        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,206        千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,177        千円

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 926           

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1     人 平成25年度末予定 相談員数 1     人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 助言弁護士 234               233                   委託料　奇数月１回×１名（38,850円×6ヶ月）

262102 平成 25 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 八幡市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,632             3,629                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

記念講演・センターだより作成配布 2,047             2,046                
啓発落語会（講演料850　会場費160）
センターだより印刷(617)センターだより配付（419）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 352               352                   研修旅費及び参加負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政担当者(賃金） 999               998                   相談員人件費(報酬　998）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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） 近畿府県の日帰り研修会に参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名(週5日、35時間）、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

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
記念事業の開催（落語を使った高齢者被害防止に向けての講演会（11月に八幡市文化センターで開催））。　センターだよりの全戸配布
(年3回）で広く市民に啓発する。

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 相談員(2名）と消費者行政担当者(2名）が、国民生活センター等が開催する研修や他の研修（宿泊が伴う）に参加し見識を深める。



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       672                        

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 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       998                        

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

2      人

前年度差 171             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 14,143         千円 20年度差 400             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成2５年度の消費者行政予算 17,772           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,629           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 13,972         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 19,452           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,480           千円

平成20年度の消費者行政予算 13,743           

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 ○ 国民生活センター開催研修参加旅費及び参加負担金

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 ○ Ａ月額1,700円増額　　Ｂ月額2,000円増額

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入 10                 10                     参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26211 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 京田辺市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,601             4,601                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発物品・啓発資料購入 428               428                    啓発物品・資料購入費、啓発ちらし作成、消費生活講座開催

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

啓発イベント実施 300               300                   啓発イベント実施

⑦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 63                 63                     研修旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 嘱託職員の報酬・相談日拡充分 3,800             3,800                相談員人件費(報酬　2,700、社会保険料　676,時間外　424）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 参考図書の購入

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（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　(産業祭（11月）において、消費生活展を開催）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週３日の相談、２人の相談員が１人ずつ交代で対応（午前10時から対応）

（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２名採用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） くらしの豆知識・啓発物品・啓発資料購入

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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



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．消費生活相談体制整備事業（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）

2       2,784                      

対象人員数

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 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,800                      

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

2      人

前年度差 -1,387         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 3,273           千円 20年度差 1,730           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 3,800             千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,874             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,601           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 4,660           千円

千円

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 4,501           千円

平成20年度の消費者行政予算 1,543             

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書購入、コピー機設置、PIO-NETに係る工事費 236 236 参考図書購入費、コピー機リース料、PIO-NET端末・回線移設工事費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262129 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 京丹後市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,831             4,831                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者教育講座の開催・啓発グッズの作成・啓発チラシ作成 329 329 消費者訓練講座講師謝金・旅費、啓発グッズ作成費用、啓発チラシ用紙代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 459 459 研修会旅費・受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 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 3,807 3,807 相談員人件費(報酬　3,021、費用弁償  276、社会保険料　510）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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） なし

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・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。消費生活センターを市が設置する他の相談センターと隣接させることで、センタ
ー間で相談業務の連携を取りやすくすることに加え、他のセンターで受理した相談が消費生活問題に係る案件である場合、消費生活
センターで円滑に処理できるよう移設することに伴うPIO-NET端末・回線移設工事費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員1名配置、平成２２年４月開設・月～金曜日・９:００～１２：００、１３:００～１７：００、多重債務相談員1名配置、相談業務を行っている。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者教育講座を開催（予定回数3回）。啓発グッズを作成しイベント等で配布する。

⑦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センター開催の研修に参加（相談員）



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．消費生活相談体制整備事業（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）

2       2,772                      

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 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,807                      

対象人員数
（報酬引上げ）

2       



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

2      人

前年度差 -153            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 1,380           千円 20年度差 -663            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 3,807             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,211             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,831           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 1,533           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,996             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,463           千円

平成20年度の消費者行政予算 2,043             

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 ○ 相談員の報酬の時給単価を860円から1,090円に引き上げる。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考資料の充実 20                 20                     書籍等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

262137 平成 25 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 南丹市 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,437             1,437                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

パンフレット等による啓発 70                 70                     啓発用パンフレット等の購入・作成費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国セン等の研修に参加。相談員・担当行政職員のレベルアップ 69                 69                     研修参加旅費（旅費・研修費・資料代等）

⑧消費生活相談体制整備事業 専門相談員の配置（平成23年度から新規配置） 1,278             1,278                相談員人件費(報酬 1,042、費用弁償　236）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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） 府内会議への参加程度

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 参考資料の充実

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 手づくりチラシの配架

（強化） 啓発用パンフレット等の購入・作成

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 交付金を活用して、国セン等の研修に参加



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       868                        

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,278                      

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

1      人

前年度差 -21             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 38               千円 20年度差 -4               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 1,278             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,475             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,437           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 59               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,626             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,567           千円

平成20年度の消費者行政予算 42                 

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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

263036 平成 25 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 大山崎町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 240               180                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 相談窓口開設日数を月２から４回に拡大継続する。 240               180                   専門相談員謝礼：5,000円×3回×12か月=180,000円



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員による相談日を、毎月第２火曜日の１回実施。

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

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       48                          

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       180                        

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

1      人

前年度差 -26             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 79               千円 20年度差 -48             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 180               千円

平成2５年度の消費者行政予算 259               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             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 105             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 285               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 180             千円

平成20年度の消費者行政予算 127               

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 ○ 京都府消費生活安全センターが主催する研修会に参加する。

③就労環境の向上

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 久御山町 自治体コード 263222 平成 25都道府県名 京都府

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 490               490                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
専門相談員の配置により、住民の方からの相談に対し
迅速な対応がとれる体制を整備する

490               490                   相談員人件費 (報酬　　490）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員の配置（平成24年度から1名）により、既存の相談体制の充実をはかる

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       294                        

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       490                        

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

1      人

前年度差 -463            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 -                 千円 20年度差 -                 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 490               千円

平成2５年度の消費者行政予算 490               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 490             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 463             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 463               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26343 平成 25 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 井手町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 120               120                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 120               120                   相談員（報酬　120）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専門相談員を1名配置(平成24年度）し、相談業務を実施。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       72                          

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       120                        

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

1      人

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 -                 千円 20年度差 -                 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 120               千円

平成2５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

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 -                 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 115               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 115             千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考図書の購入 14                 14                     執務参考資料購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

263443 平成 25 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 宇治田原町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 554               554                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

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

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政担当者の増員（消費生活相談員の配置） 396               396                   相談員人件費(報酬　　396）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 会議等に附随する研修には、町単費により参加。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務に必要な参考資料を揃える

（強化） 消費生活相談員が相談業務に必要な図書資料を購入、web会議システムの導入に向けたPC環境の充実を図る

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 住民からの相談業務にあたる消費生活専門相談員へ報酬を支払う（９，０００円×４４日分）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（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、敬老会やふるさとまつり等のイベントで配布する

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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（JR宇治～近鉄東寺　往復２０回分）



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       264                        

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       396                        

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

1      人

前年度差 37               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 208             千円 20年度差 78               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

平成2５年度の消費者行政予算 762               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）対象外経費 171             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 931               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 760             千円

平成20年度の消費者行政予算 130               

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26407 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 京都府 市町村名 京丹波町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,464             1,464                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活講座の開催・啓発物品の配布 399               399                   講師謝金、物品購入費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の府内･府外研修参加 20                 20                     旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員による相談業務 1,045             1,045                相談員人件費(報酬　1,045）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口週２回の消費生活相談専門員による相談開設

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の安心・安全を守るため、消費生活講座を開催、イベントでの啓発活動

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 府等開催の研修に、担当職員等が年１２回以上参加



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．消費生活相談体制整備事業（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）

1       768                        

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

年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,045                      

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

1      人

前年度差 -362            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 38               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 1,045             千円

平成25年度の消費者行政予算 1,502             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,464           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 400             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,140             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 740             千円

平成20年度の消費者行政予算 457               

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26463 平成 25 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 伊根町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 160               150                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

町内全域の高齢者(独居)世帯の訪問・巡回活動を実施する。 55                 50                     高齢者訪問、巡回に係るリーフレット代等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

関係機関(府、社協、NPO法人、警察他)と連携し、サロン
や消費者教育講座と実施する。

105               100                   サロン、教育講座リーフレット代、各戸配布リーフレット代等

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存） 町内中学校やNPO法人と連携し、消費者教育講座やふれあいサロンを実施する。

（強化） 引き続き、町内中学校やNPO法人、社協と連携し消費者教育講座やふれあいサロンを実施する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 警察(駐在)、相談員、民生委員、役場職員等が協力し高齢者(独居)世帯を訪問・巡回。

（強化） 引き続き、警察(駐在)、相談員、民生委員、役場職員等が協力し町内全域の高齢者(独居)世帯を訪問・巡回し、見守り体制の強化を図る。

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（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．消費生活相談体制整備事業（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

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

-      人

前年度差 75               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 141             千円 20年度差 56               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2５年度の消費者行政予算 291               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             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 66               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 266               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             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

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・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

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

264652 平成 25 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 与謝野町 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 330               330                   -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止のための啓発 300               300                   啓発用物品制作及び広報誌掲載費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦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 20                 20                     研修参加支援の旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 参考資料を購入し相談窓口の充実

（強化） 専門書籍を購入し相談窓口の充実

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
悪徳商法被害防止のための物品作製（品名：ポケットティッシュ、配布方法：直営施設窓口、出前講座やイベント時等で配布）のぼり作製
（各金融機関へ配布）、広報誌１頁掲載（2回、8,600部）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化） 府開催研修会への旅費支援（2回程度）



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．消費生活相談体制整備事業（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 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

-      人

前年度差 -40             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 262             千円 20年度差 213             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25年度の消費者行政予算 592               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 330             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 302             千円

千円

平成24年度の消費者行政予算 1,747             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,445           千円

平成20年度の消費者行政予算 49                 

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

26052 平成 25 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 相楽郡広域事務組合 自治体コード

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 6,916             6,152                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

 消費生活講座の開設、啓発資材の作成 210               210                    啓発講座講師謝礼、啓発資材（センターＰＲ用）の作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）  相談員等の研修参加 59                 59                      京都府等が主催する研修への参加

⑧消費生活相談体制整備事業  消費生活相談員3人を雇用し、相談・啓発業務を実施 6,647             5,883                相談員人件費(報酬　5,255、費用弁償　221、社会保険料　407）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑥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）

⑦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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）  なし

（強化）  消費生活相談員３人雇用（平成２２年３月１日採用：２人、平成２２年４月１日採用：１人）。相談、啓発業務を行う。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）  なし

（強化）  消費生活講座（年4回）の開催、啓発資材（センターＰＲ用）を作成し、構成市町村との協働により配付

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）
（強化）  京都府等が主催する研修会への参加（18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．消費生活相談体制整備事業（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

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

対象人員数計 追加的総費用

3       5,883                      

（勤務時間、日数等 拡大）

3       3,466                      

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

3      人

前年度差 -24             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 764             千円 20年度差 764             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 5,883             千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,916             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,152           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 788             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 10,911           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,123         千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

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 ○  京都府等が実施する研修会等への積極的な参加

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

相談員数 3      人うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定


