
市町村事業計画

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

消費生活センターの新設 1,552 1,552 書籍購入費、窓口強化のＰＲ

事業経費事業の概要
基金（交付金相当
分）対象経費

見守りネットワーク構成団体、庁内関係課に対する啓発冊子等
の購入費

相談業務の増への対応のため消費生活相談員（2名）を配置

192 192
消費者被害防止のための見守りネットワークの構築と庁
内関係課との連携強化啓発

報酬、費用弁償、共済費4,509

- 7,566 6,418 -

出前講座 392 392 出前講座教材・機材、ホームページ作成

3,361

委託費

旅費、資料代

弁護士・司法書士による相談対応支援 671 671

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の国・県が主催する研修への参加支援 250 250

事業名

平成 21 年度市町村名 鳥取市 自治体コード 312011都道府県名 鳥取県

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

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）

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

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談業務の増への対応のため消費生活相談員（2名）を配置

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
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市民を対象とした出前講座実施に向けた機材・教材の購入、消費者被害等の防止を図るためＨＰを作成

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国・県が開催する研修に相談員2名、相談対応職員1名が参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士・司法書士による相談対応支援

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
なし

（強化） 新たに消費生活センターを開設

（既存）

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 千円

５．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）対象外経費 2,389 前年度差

千円

千円 千円

法人募集型

実地研修受入人数

人日

429

平成21年度の消費者行政予算 8,807 千円

6,418

対象人員数

平成20年度の消費者行政予算 1,960 千円

2 2,880 3,361

人

年間実地研修受入総日数

人日

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

自治体参加型

なし

（強化）
高齢者や障がい者を対象とした見守りネットワークの構築と消費者問題に対する庁内連携を強化するため、見守りネットワーク構成団体
（民生児童委員、ケアマネージャー消費者団体など）や庁内関係課（収納部署、福祉部署など）に啓発冊子等を購入し配布

参加者数 人

年間研修総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

実施形態 研修参加・受入要望

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）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国開催の研修参加の旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人 平成21年度末予定 相談員数平成20年度末 相談員数うち委託先職員等の相談員

人

人 平成21年度末予定 相談員数 2 人

相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

2 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0 人 平成21年度末予定 相談員総数



市町村事業計画

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）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

- 4,840            4,840                -

啓発講演会、出前講座開催、啓発用パンフレット配布 2,934            2,934                講師謝金・旅費、

研修講師謝金、旅費

弁護士謝金

研修旅費、資料代

弁護士による高度な専門相談 126               

相談関係課職員研修開催 115               

126                   

115                   

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、担当職員研修参加 373               373                   

事務用機器書籍購入消費生活相談室の備品整備 1,292            1,292                

事業名

平成 21 年度市町村名 米子市 自治体コード 312029都道府県名 鳥 取 県

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

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）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（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） 高齢者向け講座開催、PR用チラシポスターの作成配布。啓発用機器はなし。

（強化） 市民向け啓発講演会の開催（1回）、啓発用パンフレット（グッズ）等の配布（1回）、ＰＲ（啓発）用パネル作成展示、講座用啓発機材の新設

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外で開催される国民生活センター等の相談員専門研修等には年3回。担当職員の研修参加はなし。

（強化） 相談員専門研修等に４名×２回参加。担当職員研修等へ1回参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士と契約して相談員が随時相談（12回）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 相談関係課職員研修開催（1回）

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） パソコンは現在1台のみ。その他の用品については既設分あり。

（強化） パソコン・プリンター、パンフレットスタンド、案内板等は既存のものに加え増設。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 11,987         千円

4,840          

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 16,827           

平成20年度の消費者行政予算 11,778           

追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実地研修受入人数

209             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

人日

法人募集型

対象人員数

人日年間研修総日数

人時間／年

追加的総業務量（総時間）

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）

参加者数 人



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修等への参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

人

人

人

平成21年度末予定 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定

相談員総数 4      

相談員数 4      

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定



市町村事業計画

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）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

- 4,050            4,050                -

専門相談員配置（非常勤職員） 807               807                   非常勤職員報酬・費用弁償及び社会保険料

①出前勉強会用機材・教材購入②広報資料の作成 1,132            1,132                
消費者教育・啓発に必要な機材・事務用機器経費、広報資料・
ｺﾝﾃﾝﾂ作成購入費

旅費、研修費⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修参加支援 162               162                   

①庁用備品（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ他）②参考図書購入③相談室
充実（工事）④相談員用ＰＣ等整備

1,949            1,949                
事務所の改修費、事務用機器の設置費、執務参考資料の購入
費、住民への周知に係る経費

事業名

平成 21 年度市町村名 倉吉市 自治体コード 312037都道府県名 鳥 取 県

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

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）

（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）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 増大する相談業務に適切に対応するため、相談員を１名配置する。

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） 住民への出前説明会に向けた機材・教材の購入。消費者トラブル対応に向けた教材を配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 研修参加により実務能力の向上を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 面談出来る相談室（秘密保持）の整備、住民周知に向けた掲示板の設置（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ対応含む）、相談に対応するための参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

4,050          

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 4,050            

平成20年度の消費者行政予算 -                  

追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

実地研修受入人数

807                

-                

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

人日

法人募集型

対象人員数

人日年間研修総日数

1      502             人時間／年

追加的総業務量（総時間）

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）

参加者数 人

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ ＰＩＯ－ＮＥＴ操作研修への参加

③就労環境の向上 ○ 相談対応のための参考図書の購入及びインターネット接続したパソコンの配備

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 市非常勤職員には通勤手当がなく報酬に通勤手当相当額（4,100円）をプラス

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      

人

-      人

人

平成21年度末予定 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

相談員総数 1      

相談員数 1      

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定



市町村事業計画

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）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

- 2,689            2,689                -

講師謝金、講師旅費、会場使用料

市民向け講演会の開催、消費者被害防止に向けた啓
発・広報強化

636               636                   
講師謝金、講師旅費、会場使用料、啓発チラシ作成、市報折
込手数料等

市民向け講演会の開催 380               380                   

弁護士等による研修会開催経費及び法律相談料（報償費）

研修参加旅費

相談会の開催 150               150                   

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） 相談員等の県外での研修参加支援 272               272                   

ノートパソコン、プロジェクター、参考図書、消費者トラブル対策ＤＶＤ等購入相談者対応・巡回講座用機材、図書購入による相談室機能強化 1,251            1,251                

事業名

平成 21 年度市町村名 境港市 自治体コード 312045都道府県名 鳥 取 県

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

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）

（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）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし。

（強化） 食品安全・安全機能に関する市民向け講演会を開催し啓発を行う。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 外部講師を招き、消費者被害防止するための講演会を市民を対象に開催し、消費者教育・啓発を強化する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 専門相談員（１人）が年に１回程度県外での研修に参加。

（強化） 相談員の県外研修を拡充し、レベルアップを図る。【専門相談員１人×１回/年、相談員（一般職員）３人×１回/年】

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし。

（強化） 弁護士との法律相談事業契約締結や、被害者（消費者）への対応について専門的なアドバイスを受ける。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） なし。

（強化） 消費者トラブル対策ＤＶＤ、参考図書等の整備、巡回講座の実施による窓口機能強化



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,122          千円

2,689          

前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 4,811            

平成20年度の消費者行政予算 2,031            

追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

実地研修受入人数

91               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

人日

法人募集型

対象人員数

人日年間研修総日数

人時間／年

追加的総業務量（総時間）

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）

参加者数 人

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加回数の拡充（１回→２回）

③就労環境の向上 ○ 相談体制の充実（一般職員の相談対応の増加）

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬・報奨金の増額（８３千円/年）

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

人

人

人

平成21年度末予定 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

相談員総数 1      

相談員数 1      

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



市町村事業計画

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）

- 995               995                   -

⑯一元化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

消費者被害防止のための啓発 945               945                   パンフレット購入費、シール作成費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

参考図書購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） 相談機能の強化 50                 50                    

年度市町村名 岩美町 自治体コード 313025 平成 21

事業名 事業の概要 事業経費 対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

都道府県名 鳥 取 県

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（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

（既存）

（強化）
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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

（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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の機能強化を図るため、参考図書を購入。

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）

⑥消費生活相談員養成事業（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）

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民への注意喚起を図るため、啓発パンフレット及びシールを作成し、配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

千円前年度差 -                うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 995             千円

千円平成21年度の消費者行政予算 995               

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）

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）

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

平成20年度の消費者行政予算 -                  

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人人 平成21年度末予定 相談員数 -      

平成21年度末予定 相談員数 -      

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      平成21年度末予定 相談員総数 人人



市町村事業計画

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）

42 講師謝礼、テキスト購入

- 684               684                   

42

-

民生委員研修会開催

合計

342 342 啓発パンフレット作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民への啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

300 相談窓口看板作成、ＰＣ・書籍・ＤＶＤ購入300

平成 21 年度313254

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

相談窓口の看板作成、機材購入による機能強化

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード

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）

都道府県名 鳥 取 県 若桜町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法などの消費者トラブル防止のための啓発パンフレットを作成・配布し、住民意識の向上を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 相談窓口の明確化を図るため看板を設置。相談員が活用できる書籍・ＰＣ等の購入。住民研修などに活用できるＤＶＤ等の購入。

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円4                

うち基金（交付金相当分）対象経費 684             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15               千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 699               千円

11                 

人時間／年

法人募集型

年間実地研修受入総日数

実施形態

人日

平成20年度の消費者行政予算 千円

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

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） 地域に密着した身近な相談員である民生委員と合同で研修会を開催し、相談員（兼務職員）と民生委員の知識の向上を図る。

（強化）

（既存） なし



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人

相談員数 人 平成21年度末予定

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

相談員総数 -      人平成21年度末予定消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人



市町村事業計画

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）

50                 講師謝金

- 1,100            1,100                

50                    

-

弁護士との相談会

合計

250               250                   防犯シール、回覧板、パンフレット購入、広報掲載料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 住民対象の啓発活動

⑫食品表示・安全機能強化事業

講師謝金、旅費、教材費

150               150                   旅費、受講料、教材費

400               
パソコン購入費、カウンター購入費、リーフレットラック購入費、
相談窓口看板作成費

400                   

平成 21 年度313289

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

面談ブースの整備、機材購入による窓口機能強化及び
窓口広報

相談対応職員を対象に研修会を開催

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

250               250                   

自治体コード

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）

都道府県名 鳥 取 県 智頭町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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） 相談対応職員の研修会参加支援

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害を防止するため、住民対象の啓発活動を実施（注意喚起を図るための防犯シール、回覧板及び啓発パンフレットの作成・配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 相談対応職員（２名）の国及び県主催の研修会参加支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

相談対応職員を対象に研修会を開催

（既存） なし

（強化） 面接ブースの設置等

（既存） なし

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円-                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,100          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

-                  千円うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 1,100            千円

-                  

人時間／年

法人募集型

年間実地研修受入総日数

実施形態

-      人日

平成20年度の消費者行政予算 千円

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-      人

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 -      

-      

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） 相談対応職員と弁護士との相談会の開催

（強化）

（既存） なし



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数 -      

-      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人

相談員数 -      人 平成21年度末予定

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      -      人

相談員総数 -      人平成21年度末予定消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人



市町村事業計画

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）

- 1,649            1,649                -合計

1,040            1,040                啓発パンフレット作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

27                 27                    旅費

582               事務機器及び書籍、消費者トラブル対策DVD等整備582                   

平成 21 年度313297

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

相談体制の整備

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード

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）

都道府県名 鳥 取 県 八頭町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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） 相談窓口職員等の研修への参加支援（2名）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法などの消費者被害防止のため、啓発パンフレットを作成し、全戸配布する。

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）
（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） 相談窓口を担当する職員等のスキルアップのため、県主催の研修会へ参加する

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 事務機器、書籍、啓発DVDを整備し、相談体制の強化を図る

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円-                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,649          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 1,649            千円

-                  

人時間／年

法人募集型

年間実地研修受入総日数

実施形態

人日

平成20年度の消費者行政予算 千円

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

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）

（既存）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人

相談員数 人 平成21年度末予定

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

相談員総数 -      人平成21年度末予定消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人



市町村事業計画

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）

-- 1,640            1,640                

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

啓発用DVD機器及びDVDソフト購入。啓発チラシ及び資料作
成経費。

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 各集落や団体等で研修会等を開催する。 790               790                   

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 行政担当者等を研修会に派遣する。（無資格者5名） 300               300                   研修会に派遣する旅費及び参加経費。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談ブース備品費、看板作成費、窓口周知のための広報用チ
ラシ印刷費

消費生活相談窓口を開設する。広報用チラシを配布する。 550               

合計

550                   

平成 21 年度313645

対象経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

都道府県名 鳥 取 県 市町村名 三朝町 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 被害防止と啓発のために各集落や団体等で研修会を開催するとともに、町図書館に消費生活相談コーナーを設置し、書籍・ＤＶＤを貸し

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）

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） 関係行政職員を研修会等に参加させることで、職員の資質向上を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 新たに「三朝町消費生活相談窓口」を開設する。広報用チラシで住民に周知する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（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）

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

1,640            

-                  

-                うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,640          千円

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

前年度差 -                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

相談員総数 -      平成21年度末予定人消費生活相談員の配置 平成20年度末 人

人

人 平成21年度末予定 相談員数

相談員総数 -      

平成20年度末 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数人うち非常勤職員の相談員

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

1,330            1,329                合計

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-

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）

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）

講演会講師謝金、悪質商法撃退シール印刷代、悪質商法撃退
シール町報差込手数料、出前講座備品等購入費

                   933

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
担当職員、消費者団体等への研修実施（1回）、出前講
座実施、家庭の電話機等に貼る「悪質商法撃退シール」
を全戸配布

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）

               320                    319
相談窓口書籍等購入費、相談窓口机等購入費、遠隔相談機
器（テレビ電話）購入費、遠隔相談機器設置工事費

相談窓口看板の設置（1箇所）、書籍の購入、遠隔相談
機器購入

事業名 事業の概要

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）

鳥 取 県 市町村名都道府県名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

湯梨浜町 年度

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

21自治体コード 平成313700

対象経費

県外研修会への参加（1人）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

担当職員研修旅費                 77

               933



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町民、消費者団体等に向けた研修の実施及び必要機器の購入。家庭の電話機等に貼る「悪質商法撃退シール」を全戸配布。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化） より一層のスキルアップを目指して国民生活センター主催の研修へも参加。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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） 県主催の研修参加が主

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化） 看板設置により来庁者に対して窓口を明示し、PRを図る。併せて、机、イス、県との遠隔相談機器、関係書籍を購入する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

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） なし

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

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）

千円

平成21年度の消費者行政予算 1,342            

平成20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 1,329          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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               千円 前年度差 千円13               



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

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 相談員総数 -      人平成21年度末予定-      

人

人 平成21年度末予定 相談員数

人

平成20年度末 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

人

平成21年度末予定 相談員数人うち非常勤職員の相談員

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

- 1,432            1,432                -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

啓発チラシの作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法など消費者被害防止のための啓発活動 300               300                   

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）

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） 担当職員の研修参加支援（１名） 400               400                   旅費、研修費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

機材・事務用機器の設置、看板設置消費生活に係る相談窓口設置（１０月） 732               

合計

732                   

平成 21 年度313718

対象経費

市町村名 琴浦町 自治体コード

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

都道府県名 鳥 取 県

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 悪質商法など消費者被害防止のための啓発チラシの作成し、全戸配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催の研修へ参加

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）

（既存）

（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 新たに消費生活相談窓口を設置する

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 56                 

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

平成21年度の消費者行政予算 1,473            

千円

千円

-15             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,432          

前年度差千円

千円

千円

41               

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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



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

消費生活相談員の配置 相談員総数 -      平成20年度末

人

人 平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定人平成20年度末 -      

相談員総数 -      

人

人

相談員数 人

相談員数

平成21年度末予定うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

うち非常勤職員の相談員 相談員数 -      

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数 -      

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

事業経費
基金（交付金相当
分）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

- 2,779 2,779 -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

番組出演者謝金、備品等整備費

社会保険費、賃金826 826

1,004 1,004

⑭商品テスト強化事業

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）

203 203 旅費

746 備品等整備費、配線工事費、広報経費746

平成 21 年度313726

対象経費

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）

都道府県名 鳥取県

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）

市町村名

相談業務に対応する臨時職員1名を任用。

消費者相談担当職員を研修に派遣する。

出前講座、CATV番組等で啓発活動を行う。

自治体コード北栄町

消費生活相談窓口を開設する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談数の増加が見込まれるため、相談対応の臨時職員１名を新たに任用する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 町報、防災無線等の既存の広報媒体を活用して啓発。

（強化） 町報、防災無線等の既存の広報媒体に加え、出前講座及びケーブルテレビの啓発番組等で啓発する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が実施する研修等に職員を派遣。

（強化） 県及び他の機関（国民生活センター等）が実施する研修に職員を派遣し、専門知識の習得をはかる。

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）

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） なし

（強化） 消費生活相談窓口を企画振興課内に設置し、住民に周知をはかる。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

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 千円

５．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）対象外経費 0 千円 前年度差 0

826

平成20年度の消費者行政予算 0 千円

1 852.5

千円

平成21年度の消費者行政予算 2,779 千円

2,779 千円

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

人

実施形態 研修参加・受入要望

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

法人募集型

実地研修受入人数

（強化）

人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県及び他の機関（国民生活センター等）が実施する研修に相談対応職員を派遣す

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人 平成21年度末予定 相談員数

人

人 平成21年度末予定 相談員数 1 人うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

平成20年度末 相談員数うち委託先職員等の相談員

1 人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 0

人 平成21年度末予定 相談員総数消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 0



市町村事業計画

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）

- 161               161                   -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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）

備品等購入費相談窓口の開設に伴いパソコン・机・椅子・サイドワゴンを購 161               

合計

161                   

平成 21 年度313840

対象経費

市町村名 日吉津村 自治体コード

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

都道府県名 鳥 取 県

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（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）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の開設に伴い必要となる備品等（パソコン・机・椅子・サイドワゴン）を購入し、機能強化を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 -                  

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

平成21年度の消費者行政予算 161               

千円

千円

-                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 161             

前年度差千円

-                  千円

千円

-                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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



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

消費生活相談員の配置 相談員総数 -      平成20年度末

人

人 平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定人平成20年度末 1      

相談員総数 1      

人

人

相談員数 人

相談員数

平成21年度末予定うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

- 2,600            2,600                -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

パンフレット等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,200            2,200                

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）

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） 担当職員の県内外での研修参加 300               300                   旅費・研修費・参加費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

看板設置・書籍購入相談窓口新設 100               

合計

100                   

平成 21 年度313866

対象経費

市町村名 大山町 自治体コード

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

都道府県名 鳥 取 県

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 相談者の掘り起こしや消費者被害防止のため消費者全般用のパンフレット購入・啓発

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 担当職員が県、国民生活センター等開催の研修に参加する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 相談窓口新設に伴い看板を設置するとともに、参考図書を購入し、相談機能の強化を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 -                  

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

平成21年度の消費者行政予算 2,600            

千円

千円

-                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,600          

前年度差千円

-                  千円

千円

-                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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



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

消費生活相談員の配置 相談員総数 -      平成20年度末

人

人 平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定人平成20年度末

相談員総数 -      

人

人

相談員数 人

相談員数

平成21年度末予定うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

- 714               714                   -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

住民に対する教育、啓発（民生委員等） 540               540                   講師謝金、パンフレット購入費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

相談員の研修参加支援 23                 23                    講師謝金・旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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） 消費生活相談窓口開設看板作成、書籍、DVD購入 151               151                   看板作成費、書籍・DVD購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名 事業の概要 事業経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

都道府県名 鳥 取 県 市町村名 21 年度南部町 自治体コード 313891 平成

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民に対する教育啓発（民生委員、一般住民特に高齢者対象に講演会を開催）パンフレットの活用を図る。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県主催の消費生活専門相談員セミナーに職員1名を参加させる。

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）

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） 一般相談併用

（強化） 窓口開設の看板設置。広報啓発のための書籍、DVD購入

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

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）

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成21年度の消費者行政予算 714               千円

前年度差うち基金（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 714             

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円

千円

-                千円 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

人 平成21年度末予定消費生活相談員の配置 -      相談員総数平成20年度末

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員総数 -      人

人

人 人平成21年度末予定 相談員数

人 平成21年度末予定

平成20年度末 相談員数

処遇改善の取組

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数

人

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

具体的内容

うち委託先職員等の相談員

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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

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

専門家との相談会（本庁舎、分庁舎で半日づつ実施） 30                 30                    弁護士謝金

- 1,973            1,931                -

⑯一元化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

消費者行政の意識高揚のため出前講座の実施、パンフレット、
シールの配布　町内団体への講演会の開催。

1,495            1,495                
出前講座用備品購入費、啓発用パンフレット作成費、講演謝
金、DVD購入費

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員及各種団体の研修参加 11                 11                    職員の研修旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
住民課に消費生活相談窓口を設置し、職員により相談対応す
る。また分庁舎にも、啓発用のチラシ配布できるよう備品の設置
をする。

437               395                   
窓口看板作成費、掲示板作成費、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ購入費、ﾃﾞｼﾞ
ｶﾒ購入費、プリンタ購入費、ＩＣレコーダ購入費、参考図書購入
費等

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード 313904都道府県名 鳥取県

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成

基金（交付金相当
分）対象経費

21 年度市町村名 伯耆町

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）



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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座の実施、公民館などの高齢者教室などへの講演会の実施、パンフレットの配布などにより、消費者行政に対する住民意識の高揚を図る。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談窓口設置に伴い、各種研修会に参加し、相談員のスキルアップを図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存） なし

（強化） 平成２１年１０月から消費生活相談窓口を設置し、町職員で相談、あっせん業務を実施

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42               千円 前年度差 千円42               

平成21年度の消費者行政予算 1,973            

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,931          千円

法人募集型

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 千円-                  

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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士と一緒に地域ごとに相談会を開催。



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

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人人 平成21年度末予定 相談員数 -      うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

平成21年度末予定 相談員数 -      

人

相談員数 -      人

人

人 平成21年度末予定うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数 -      



市町村事業計画

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）

- 1,126            1,126                -合計

457 457 啓発チラシ、悪質訪問販売お断りステッカーの全戸配布

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

619 619 旅費

50 窓口看板設置費用50

平成 21 年度314013

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名

事業名 事業の概要

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業経費

相談窓口設置

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード

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）

都道府県名 鳥取県 日南町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

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） 担当職員（相談員）養成の実務的研修への参加

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（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）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 全戸を対象に啓発チラシ、悪徳商法被害防止のための啓発ステッカーを作成配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（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） 新たに相談を担える者を１名養成するために実務的研修に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） なし。

（強化） 新たに消費者相談窓口を開設（日南町役場）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（既存）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（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）

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 千円-                

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,126          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

千円うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

平成21年度の消費者行政予算 1,126            千円

人時間／年

法人募集型

年間実地研修受入総日数

実施形態

人日

平成20年度の消費者行政予算 千円

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

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）

（既存）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 平成21年度末予定 相談員数

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員数人

相談員数 人 平成21年度末予定

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人

相談員総数 -      人平成21年度末予定消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人



市町村事業計画

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）

- 1,891            1,891                -

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

住民に対して広報啓発を図るためのパンフレット作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 広報啓発 101 101

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全啓発 50 50 食品表示・安全啓発広報(チラシ作成費)

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修参加支援 6 6 旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室の設置、機材・備品、資料購入、窓口開設広報消費生活相談窓口の開設 1,734

合計

1,734

平成 21 年度314021

対象経費

市町村名 日野町 自治体コード

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

都道府県名 鳥取県

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 住民を対象に、食品表示・安全を目的とした講演会を開催

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 一般的な消費生活トラブルにかかる広報啓発

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談対応職員１名が県主催の研修に参加

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）

（既存）

（既存）

（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）

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）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の開設

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 -                  

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

平成21年度の消費者行政予算 1,892            

千円

千円

1                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,891          

前年度差千円

千円

千円

1                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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



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

消費生活相談員の配置 相談員総数 -      平成20年度末

人

人 平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定人平成20年度末

相談員総数 -      

人

人

相談員数 人

相談員数

平成21年度末予定うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数

うち非常勤職員の相談員 相談員数

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画

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）

- 1,935            

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,935                -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

1,276            1,276                のぼり旗・チラシ・回覧板・啓発用品

相談員の研修参加支援 98                 98                    旅費

561               561                   書籍購入費、パソコン・プロジェクター等購入費

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） 参考資料購入（相談員のスキルアップ）、啓発用機器購入

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）

事業名 事業の概要 事業経費

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

21 年度江府町 自治体コード 314030 平成

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

都道府県名 鳥 取 県 市町村名

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

被害者の掘り起こし及び被害予防のための啓発

合計

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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）

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）

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）



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）

（強化）

（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）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） モデル集落を立ち上げ、集落における組織作り（見守りネットワーク）を支援して被害者の掘り起こしなどを行い、相談につなげる。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

担当職員が県主催の研修に参加

（強化） 多くの県主催研修に参加し、他の相談員などにも参加を呼びかける。

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化） 図書等を購入し、相談窓口の充実及び相談員のレベルアップを図る。プロジェクター等を購入し、啓発研修会などに利用し、住民の意識

なし

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

-                

千円平成21年度の消費者行政予算 1,935            

平成20年度の消費者行政予算 -                  

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,935          

千円

人時間／年

自治体参加型

参加者数

追加的総費用

千円

千円

法人募集型

実地研修受入人数 人

人

年間研修総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数 人日

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

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）



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

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数相談員数 人 平成21年度末予定 人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人 平成21年度末予定 相談員総数 -      消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      
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