
交付金事業実施状況報告及び推進事業実績報告並びに基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等）

（単位：円）

２．消費者行政決算見込み額及び今年度の支出等額
（単位：円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

％

別　紙

６.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

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

14,475,055          

-                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

７.消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務

合計

31,256,832          

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

４.消費生活相談体制整備事業

56,208,802                                                                 

うち、先駆的事業 24,714,001          

-                     

-                        

-                        24,714,001       

59,258,892                                                                 

-                        -                     

59,258,892       

2,295,191           

-                        

1,334,240           

事業名（事業メニュー）

8,767,395           10,101,635       

2,295,191         

都道府県 市町村 合計

-                        1,130,179           1,130,179         

％

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

135,389,055                                                                消費者行政決算総額（見込み）

支出等額

44                       

支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。）

34,544,891                                                                 

44                                                                    

31                                                                    

％ ％

31                       

45,731,887       

32,591,072       26,667,820       

-                        -                        

79,180,253                                                                 

-                     

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数

②年間研修総日数 ②年間研修総日数

③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 円

人 円

2

県 2

対象人員数
（報酬引上げ）

管内市町村

対象人員数計 追加的総費用

県

19,772,578

管内市町村 4

16

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

管内市町村 10,214

1,616

16

人日

追加的総業務量（総時間）

2,668,480

人

県

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

人日

事業実施自治体

人

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

自治体参加型

法人募集型

人日

事業実施自治体

人日

H29.3末実績報告書から修正済

H29.3末実績報告書から修正済



５．都道府県が実施した推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：円）

- 33,951,457  45,336,000 41,115,000 1,519,000 

交付金等対象経費

31,104,652 

24,740,146 24,714,00134,037,000

1,300,000 687,961 687,9611,300,000

7,195,000 4,376,000 1,519,000 5,854,870 4,368,450

2,804,000 1,402,000 2,668,480 1,334,240

交付金等対象経費

事業の実績

28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

県西部相談室での土日相談実施に伴う相談員増員

消費者被害の未然防止・拡大防止を図るための広報・啓発（新聞記
事へのＱ＆Ａ連載、ラジオ放送）
地域見守りネットワーク強化のための研修会の開催

消費者団体等による自主的な啓発等の支援

1,486,420

将来の賢い消費者育成のためのネットワーク作り
子供等への倫理的消費の普及啓発
特殊詐欺被害ゼロのための水際対策及び地域モデル検証等

1,486,420 - 

⑭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
駆的事業）

事業経費

34,037,000

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬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）

合計

⑮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）

事業計画

27年度
補正予算

28年度
本予算

基金
（交付金相当分）

事業（実績）の概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業名（事業メニュー）

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）

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（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務



６．推進事業及び活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

事業強化・機能強化の成果

特殊詐欺撲滅のためのリーダーを配置し全県的に水際防止策を講じると共に、モデル地区
を設定し、集中的な取り組みの成果を検証。
消費者教育の支援員を配置し、新たな教材作成を通じて、効果的な課題解決策を検討。
子どもたちが将来、自ら考えて消費を行う「賢い消費者」に育つことを促進するため、体験学
習等を交えた実践的な学習事業をモデル的に実施。

年間研修総日数

年間研修総日数 人日

新聞記事へのＱ＆Ａ連載やラジオ放送による、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るた
めの広報・啓発を実施。
地域見守りネットワークを強化するため、関係者が一堂に会する研修会を開催。

人

事業計画

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
※被災４県のみ

人日

相談員を増員し、土日相談を実施。

非常勤職員2名・臨時的任用職員人件費、会議及びイベント開催に係る経費、教材作成にかかる経費等

人日

相談員人件費

年間研修総日数

新聞掲載料、ラジオ放送料、研修会開催経費

自治体参加型
参加希望者数

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）

消費者団体等による自主的な消費者啓発・広報等の取組みを支援。

⑮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）

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（消
費者の安心・安全を確保するための取組）

参加者数

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
※被災４県のみ

実績

人

人

人日

年間研修総日数
法人募集型

事業名（事業メニュー）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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（地
域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

対象経費（実績）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は本年度の新規分も対象。それ以外は、平成24年度
までの充実・強化が対象。

実施形態

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

実地研修受入希望人数

人

⑬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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

研修参加・受入要望

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭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
駆的事業）

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務

研修参加・受入

実地研修受入人数



８．今年度に管内の市町村が実施した推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：円）

11,002,717 

鳥取市、米子市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、北栄町、日吉津村、大山町、伯耆
町、日南町、日野町、江府町、中部広域

事業経費
基金

（交付金相当分）

基金
（交付金相当分）

28年度
本予算

73,220

事業経費

交付金等対象経費

84,000

28年度
本予算

27年度
補正予算

32,400 534,600

事業の実績

交付金等対象経費

鳥取市、米子市、境港市、若桜町、八頭町、北栄町、日吉津村、中部広域

鳥取市、米子市、境港市

563,179 489,959

事業計画

27年度
補正予算

567,00064,000 547,000

530,426

639,570 1,427,843227,778

34,669,704 10,041,259 15,198,718 1,427,843 16,402,000 1,580,000 40,508,717 

若桜町、智頭町、八頭町

313,000 75,000

611,000

972,000

74,430 9,430鳥取市

8,721,16416,769,120

14,691,091

293,200

65,000

47,000 9,054,000

4,193,1649,235,4614,786,000

878,000 1,580,000

46,231

9,830,091

238,000

13,428,625

2,295,350

670,426

実施市町村

2,727,200

鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦
町、北栄町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、中部広域

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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名（事業メニュー）

20,518,000

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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬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）

鳥取市、岩美町、智頭町、八頭町、日吉津村、大山町、南部町、日南町、日野町、江府町、中部
広域

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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（先駆的事
業）

972,000

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務

978,000 978,000



９．推進事業及び活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

【鳥取市】相談員・職員による出前講座を実施する。総合的な消費者啓発イベントを開催する。また、それらにかかる啓発資料を作成する。消費者教育推進についてあり方を検
討する。悪質電話勧誘の未然防止装置の設置を委託する。【米子市】市民向けセミナー・講座の開催、ラジオ広告、多機能電話機取り付け、市報特集号の作成、貸出用書籍・
啓発冊子等の購入、【倉吉市】広く市民に向けて消費生活センターの周知及び消費者被害に関する情報提供を行い啓発を図る、【境港市】啓発グッズや防犯カレンダーを作
成し、消費者啓発及び消費者教育の推進を図る、【岩美町】出前講座・街頭啓発等実施時に配布する啓発物品を作成する、【若桜町】消費者被害防止のため、出張講座への
講師派遣及び啓発グッズを頒布することにより、住民に対し啓発活動を行う、【智頭町】啓発に必要な資料、物品の作成・購入、【八頭町】啓発物品を作成し、全戸配布する。
消費生活相談専門員による啓発出前講座を開催する、【三朝町】消費者トラブルを防止するための町民への啓発事業（啓発チラシ、グッズ作成、参考図書の配架等）、【湯梨
浜町】啓発用グッズの購入。町報での啓発。出前講座実施、【琴浦町】消費者被害を未然防止するため、啓発講座を行う、【北栄町】各世代に継続して消費者教育及び啓発活
動を実施することにより、消費者問題に関する知識の普及を図り、被害防止・トラブル回避につなげる、【南部町】消費者被害を防止するため、啓発チラシの配布等を行う、【伯
耆町】町民向け啓発講座の開催、図書館の「消費生活コーナー」に配架する啓発用書籍の購入、啓発用リーフレットの購入・配布、【日南町】事務用機器等購入費、【日野町】
消費生活に関わる啓発品の購入及び参考図書購入、【江府町】地域住民等を対象とした講演会を開催する。啓発グッズを購入する、【中部広域】圏域内住民に消費生活相談
啓発用の広報紙等を配布する。（広報紙については、作成等を含む）

【鳥取市】相談員のための弁護士相談を月1回実施する。あわせて、緊急対応のための随時相談も行う、【米子市】弁護士と契約し、相談員による随時相談の実施、【境港市】
弁護士の法律相談

事業強化・機能強化の成果の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

⑬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）

【鳥取市】相談員及び担当職員のレベルアップのため、国民生活センター等が主催する研修に参加するための支援を行う、【米子市】相談員研修、担当職員研修への参加、
【倉吉市】各種研修・講座への参加により職員の実務能力の向上を図る、【境港市】専門相談員及び行政職員の県外研修を拡充し、レベルアップを図る、【岩美町】職員・相談
員を国民生活センター等が主催する研修へ参加させる、【若桜町】専門相談員のレベルアップを図るため研修参加旅費を支援する、【智頭町】職員・相談員を県内外の研修へ
参加させる、【八頭町】相談員のレベルアップを図るため研修旅費支援、【北栄町】研修参加による幅広い知識の習得や消費者教育に関する企画能力等の向上を図り、積極
的な消費者教育を推進する、【日吉津村】県で実施する消費者相談に関する研修に職員が参加する。委託先であるNPO法人コンシューマーズサポート鳥取の専門相談員が
研修へ参加する、【大山町】相談員の研修参加を支援、【南部町】相談員の研修参加を支援、【伯耆町】研修会に参加し、相談業務担当職員のレベルアップを図る、【日南町】
相談員と担当職員の研修費、【日野町】消費生活相談員の研修参加費用、【江府町】消費者行政担当職員及び専門相談員のレベルアップを図るため、県内外の研修会に参
加する、【中部広域】消費生活相談員・職員のレベルアップのため、国・県等が実施する研修等に参加し、消費生活相談対応等の向上を図る

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

【鳥取市】複雑・多様な消費生活相談に対応するために専任の相談員3名を配置する。夜間・休日の出前講座に対応するための職員の時間外勤務手当を確保する、【岩美
町】相談窓口強化のため、専門相談員を週一回配置する、【若桜町】相談体制強化のため相談窓口に専門相談員を週１回配置する、【智頭町】相談窓口強化のため、専門相
談員を週1回配置する、【八頭町】ＮＰＯへの委託料（相談員人件費）　消費生活相談専門員による相談窓口を週１日設置する、【日吉津】NPO法人コンシューマーズサポート鳥
取と委託契約し、月1回専門相談員が相談窓口で対応する。また、専門相談員による研修会・講習会を実施する、【大山町】相談員をＮＰＯ法人に委託し、月に１度相談員配置
による相談日を設定するととｔもに講座を実施、【南部町】相談員をＮＰＯ法人に委託し、月に一度相談員配置による相談日を設定すると共に講座を開催、【日南町】NPO委託
料（相談員人件費）、【日野町】消費生活相談員の業務委託金、【江府町】相談体制の強化のため、専門相談員を3週に1度配置する、【中部広域】消費生活相談員を２名配置
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）

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）

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（先駆的事
業）

【鳥取市】消費者啓発寸劇の講座を鳥取市消費者団体連絡協議会に委託する。地域見守りネットワークの構築のための研修会等を開催する。

【若桜町】弁護士による相談会を開催し、相談対応の向上を図る、【智頭町】弁護士と委託契約し、くらしの相談会を開催する、【八頭町】専門家（弁護士）による相談窓口を隔
月で開催し、多重債務などの相談に対応するとともに、窓口担当職員の専門性の向上を図る、

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受託事務

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）

事業名（事業メニュー）

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）

【鳥取市】消費生活相談窓口の充実を図るためカウンターを設置する、【米子市】法改正等最新情報入手のための参考図書の購入、【境港市】法改正等に対応した参考図書
を購入し、相談体制の強化を図る、【若桜町】消費生活相談の場に仕切りを設け、相談時の環境を改善させる、【八頭町】参考図書購入費、【北栄町】町の相談窓口も含め中部
消費生活センターの更なる周知を行い、消費者被害の減少を図る、【日吉津村】引き続き窓口周知・啓発用チラシを作成する、【中部広域】非常通報装置（鳥取県警直通）を設
置することにより、消費生活相談員の安全を確保する



10．今年度の推進事業支出予定額 11．今年度の基金取崩し実績額

　 　

1,427,843                        

交付金相当分

うち管内の市町村合計

円

円

25,239,977             円

円

うち都道府県

1,427,843                        57,831,049             

32,591,072             円 うち都道府県 -                                    

円うち管内の市町村合計

交付金分



12．消費者行政決算見込み額（１）

13．消費者行政決算見込み額（２）

12,726,630 円 24,714,001

円 円

77,013,522         

44,769               

円

円

円

円

76,130,163          

76,130,163           

24,714,001           円

円

59,258,892           

46,231                 

円

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

人

円

人

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

円

円

円

人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） -                        

円

43,757,410         

うち先駆的事業

円

120,770,932        

うち先駆的事業

12,726,630         

人

％

29,540,982          

人

円

-                        

円

うち都道府県

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

うち管内市町村

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点） 人

％

うち交付金等対象外経費

46,589,181          

11,422,210        

円

-                      

35,475,253        

円

36,972,802        

-                      

11,606,536        

11,987,371        

うち交付金等対象経費

円円

32,591,072           円

対前年度差

43.8

うち管内市町村

円

円

-190,184           

円

11,987,371        

-210,068           

円184,326            

円

46,231

26,667,820           

1,462                

1,462                

-1,067,685        

41.2

％

-883,359           

円

14,618,123        円

円円

円

円

2,884,181          

円

円

3,011,587          

円

円

円

円

円

15,501,482        

4,079,272          

21,168,862

67,573,717         

1,314,356

①都道府県の消費者行政決算見込み額

29,540,982

53,197,215         

円

円

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出額割合

円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち先駆的事業

うち交付金相当分取崩対象外経費 30,608,667

47.4

うち都道府県

44,769

うち都道府県

0

8,767,6848,977,752 円

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

円

19,884              

79,180,253           

前年度平成２０年度

円

うち交付金等対象外経費 43,705,000

うち交付金等対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等

円 円

円円

43,705,000          

19,236,000          

円

円

円 46,589,181

円

46,404,855円

56,208,802           円 円

対平成２０年度差

円

今年度

円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象経費

135,389,055          

円

円円22,588,548

うち交付金等対象の賃料、人件費等

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額 62,941,000          

うち管内市町村

うち管内市町村

④③を含めた交付金等対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

19,236,000 円

10,292,108         

円円

円

62,941,000          円13,189,163        

10,101,924           

1,334,240

円

円

円

円

72,448,055        

10,304,982        



14．基金の管理（実績）

15．都道府県の消費生活相談員の配置について

16．都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

研修旅費も委託料の一部として負担する②研修参加支援 ○

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

12

人

人

人

相談員総数 13

前年度末 今年度末実績

9,267,290                              

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

相談員総数

相談員総数

円

円

相談員総数消費生活相談員の配置 12

13,242                                  

今年度末実績

前年度末の基金残高（交付金相当分）

前年度末

円

人

人 今年度末実績相談員総数

④その他

うち定数外の相談員

うち委託等の相談員 前年度末

前年度末

①報酬の向上

人

今年度末実績 相談員総数

相談員総数

人

13

相談員総数

人

うち定数内の相談員

1,427,843                              

設置当初の基金残高（交付金相当分） 191,466,000                           

円

円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）
　（※出納整理後の額を記載）

7,852,689                              

今年度の基金積戻し額（交付金相当分） 円



17．管内市町村の消費生活相談員の配置について

18．今年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

【米子市】相談員用参考図書の購入、【境港市】相談業務に有益な参考図書の購入。④その他 ○

②研修参加支援

①報酬の向上

○

③就労環境の向上

今年度末実績 相談員総数

相談員総数 23

【鳥取市】国民生活センター等主催の研修参加を支援、【米子市】国民生活センター等開催の研修等への参加のための旅費を支援、【境港市】専門相談員及び行政職員が、各々年２回程度県
外研修に参加する。

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人相談員総数 23前年度末

うち定数内の相談員

相談員総数 人

前年度末 相談員総数

消費生活相談員の配置 人

12うち委託等の相談員

今年度末実績

前年度末

うち定数外の相談員 8前年度末

人 今年度末実績相談員総数 12

今年度末実績

人相談員総数

3 人

相談員総数8 人

3人


