
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

- 8,675             8,675                -

消費生活相談員人件費（２名分） 4,492             4,492                報酬、費用弁償、共済費

消費者被害未然防止のための啓発 3,079             3,079                
巡回パネル展のパネル作成費等、出前説明会の教材購入費
等、市報広告料、高齢者などを対象とした啓発資料等の作成・
購入費

委託費

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） 相談員等研修参加 432               432                   研修参加旅費

参考図書等の購入執務参考資料購入 60                 60                     

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

事業名

平成 22 年度市町村名 鳥取市 自治体コード 312011

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

⑭商品テスト強化事業

弁護士・司法書士による相談対応支援 612               612                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

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） なし

（強化） 増大する業務に対応するため消費生活相談員を２名配置

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、巡回パネル展の実施、市報広報（毎月）、高齢者等を対象とした啓発シールなどの配布

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） なし

（強化） 弁護士・司法書士による相談対応支援

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） 国・県が開催する研修に相談員（2名）、担当職員等が参加

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） 窓口周知の広報、参考図書等の購入（民法、消費者法など全般的な図書等を中心に購入）

（強化） 参考図書等の購入（特商法、割賦販売法など個別法令図書や相談ニーズに対応するための参考図書等を中心に購入）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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

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 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 2,389          千円

-1,523         

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

自治体参加型

参加者数

2      2,784          4,492              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

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

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

平成21年度の消費者行政予算 8,807          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,418          千円

平成22年度の消費者行政予算 9,541             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,675          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 866             千円 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

具体的内容

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 2      

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

相談員数 2      

人

処遇改善の取組

平成21年度末 相談員数 -      

平成22年度末予定 人人

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち委託等の相談員

④その他

②研修参加支援 ○ 国等開催の研修参加の旅費を支援

③就労環境の向上 ○ ＰＩＯ－ＮＥＴの配備



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

- 4,500            4,500                -

啓発講演会開催、啓発用パンフレット等配布 3,347            3,347                講師謝金・旅費、啓発用印刷配布費、啓発物品購入費

弁護士による高度な専門相談 126               126                   

研修講師謝金、旅費

弁護士謝金

相談員、担当職員研修参加 373               373                   研修旅費、資料代

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 相談関係課職員研修開催 118               118                   

事務用機器・書籍購入費、広報用チラシ印刷折込料消費生活相談室備品整備・相談室周知広報 536               536                   

事業名

平成 22 年度市町村名 米子市 自治体コード 312029

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

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）

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）

（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）

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） 自治会単位の出前講座の開催。啓発用ポスター・チラシ作成配布。

（強化）
外部講師を招いた全市的な講演会の開催（１回）、啓発用パンフレット（グッズ）等の配布（２回）、市図書館に消費生活情報コーナーを
設け、図書の貸出しを実施

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） なし

（強化） 弁護士と契約し相談員による随時相談を実施（１２回）

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） なし

（強化） 相談関係課職員研修開催（１回）

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へは年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。（増分が基金対象）

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） 事務用機器（パソコン、プリンターなど）、参考図書の購入

（強化） シュレッダー１台購入。法改正等最新情報入手のための参考図書購入。相談室の移転（建物４階から１階へ）に伴う窓口周知のための新聞広報

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名



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

4,840          

11,987        千円

16,502           千円

千円

千円

千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 16,827           

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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,500          

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,002        千円 前年度差 15              



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

平成21年度末 相談員総数 4      人

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 4      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 4      

平成22年度末予定 相談員数 人

④その他 ○ 相談員用参考図書購入

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



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

- 4,008            4,008                -

相談業務の増に対応するため相談員１名を配置 1,974            1,974                非常勤職員報酬及び社会保険料

出前勉強家教材(DVD)購入、くらしの豆知識購入
啓発用パンフレット作成配布

1,202            1,202                教材の作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費

相談員（１名）及び職員の研修参加支援 714               714                   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）

参考図書購入、パンフレットラック購入 118               118                   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 22 年度市町村名 倉吉市 自治体コード 312037

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

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）

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）

（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）

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） 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１名を任用する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 住民への出前勉強会の充実に向けた教材の購入、消費者トラブル対応に向けた教材を配布する。

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） 管理職研修、講師養成研修、相談員養成講座への参加により職員・相談員の実務能力の向上を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 面談出来る相談室（秘密保持）の整備、住民周知に向けたパンフレットラックの設置（５箇所）、相談に対応するための参考図書の購入

（強化） 住民周知に向けたパンフレットラックの追加設置（１箇所）、相談に対応するための参考図書の購入

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）

（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



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

4,050          

-                千円

4,008            千円

千円

千円

-                  千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 4,050            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,632          人時間／年 1,974              

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,008          

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

千円

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

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



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

平成21年度末 相談員総数 1      人

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

具体的内容処遇改善の取組

平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

③就労環境の向上 ○ 相談に対応するための参考図書購入及びパソコン配置によるインターネット環境の整備

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

平成22年度末予定 相談員数 -      人

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員養成講座への参加



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

- 3,160            3,120                -

講演会開催（年２回） 1,202            1,190                講演会開催（謝金、旅費、会場使用料）

弁護士への法律相談 252               252                  弁護士への謝金

相談員及び職員の県内外研修への参加 301               273                  研修参加費、旅費、教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室の整備費、備品購入費、参考図書購入費相談室の増設（１⇒２へ）及び必要備品の購入 1,405            1,405                

事業名

平成 22 年度市町村名 境港市 自治体コード 312045

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

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）

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）

（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）

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） 外部講師を招き、市民を対象とした悪質商法等防止するための講演会を年２回開催し、消費者力の向上を図る。

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） なし

（強化） 弁護士への法律相談

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） 専門相談員が年１回程度参加

（強化） 県外研修へ参加する頻度を増やし、レベルアップを図る。（参加増分が基金対象）

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） 必要備品及び参考図書等の購入

（強化） 相談室の増設（１→２箇所）及び必要備品（椅子・机）の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名



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

2,689          

2,122          千円

5,241            千円

千円

千円

-                  千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 4,811            

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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,120          

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,121          千円 前年度差 -1              



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

平成21年度末 相談員総数 1      人

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人

③就労環境の向上

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

平成22年度末予定 相談員数 人

④その他 ○ 相談業務に有益な参考図書の購入

②研修参加支援 ○ 県外研修への参加回数増加



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

- 945               945                  -

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

パンフレット作成費消費者被害防止のための啓発広報（パンフレットの作成配布） 900               900                  

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）

相談窓口の看板制作費

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） 相談窓口の機能強化 45                45                    

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

22

対象経費

年度市町村名 岩美町 自治体コード 313025

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）

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

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考図書の購入

（強化） 昨年度開設した相談窓口を住民に周知するため、窓口看板を制作する。

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

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） 悪質商法などの注意喚起を図るため啓発パンフレットを作成し、住民に配布する。

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）

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）

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）



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

995            

-                千円

945               千円

千円

千円

-                  千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22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）

平成21年度の消費者行政予算 995               

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

追加的総費用

うち基金（交付金相当分）対象経費 945            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

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



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

平成21年度末 相談員総数 -      人

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業名 事業の概要 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）

- 726               722                  

360               360                  

-

弁護士への委託費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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 消費者被害を防止するための住民への啓発 336               334                  

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）

パンフレットスタンド購入費等

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談窓口の機能強化 30                28                    

平成 22 年度313254

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村名 若桜町 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

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 相談業務の委託（弁護士） １回／月



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）

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） 弁護士相談会を開催し、より専門的な相談にも対応できる体制を作る。（委託）

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） 消費者被害防止のためのパンフレット等を作成・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）

（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）

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） 看板設置。ＰＣ、書籍等の購入。

（強化） 窓口待合用パンフレットスタンドの購入。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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

686            

13              千円

742               千円

千円

千円

-                  千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 699               

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 722            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22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 -                  千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円 前年度差 7                



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

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      平成21年度末 相談員総数 -      人 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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）

事業名 事業の概要 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）

- 950               950                  

378               378                  

-

弁護士委託料

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

講師への謝金・広報資料・啓発に必要な機材経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
被害防止の為の啓発(パンフレット等の購入、出前講座等
の実施

421               421                  

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）

窓口看板筆耕料、参考図書等の購入費(Ｈ２１購入以外)

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者(2名)研修参加支援 140               140                  旅費、受講料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

消費生活相談の機能強化 11                11                    

平成 22 年度313289

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村名 智頭町 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

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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） 弁護士によるくらしの相談会の開催(月1回)



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）

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） 弁護士と委託契約し、くらしの相談会を開催する。

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） 啓発に必要な教材を購入し、出前講座等を実施

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） 消費者行政担当者（２名）の国及び県主催の研修等への参加

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）

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） 面談ブースの設置等

（強化） 窓口看板の制作(紙から木へ)、参考図書等の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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

1,100          

-                千円

1,100            千円

千円

千円

千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 1,100            

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22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 千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 150             千円 前年度差 150             



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

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      平成21年度末 相談員総数 -      人 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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）

事業名 事業の概要 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）

- 987               987                  -

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

啓発用シール・啓発用冊子作成費

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 977               977                  

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）

参考図書購入

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

相談体制の整備 10                10                    

平成 22 年度313297

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村名 八頭町 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

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 振り込め詐欺撃退シール、みんなで防ごう悪質商法（冊子、クーリング・オフはがき付）を作成

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）

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） 事務機器、書籍、啓発DVDを整備

（強化） 最新の参考図書を購入し、相談体制の強化を図る。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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

1,649          

-                千円

987               千円

千円

千円

千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 1,649            

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 987            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22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 千円

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



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

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      平成21年度末 相談員総数 -      人 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

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）

-- 700               700                   

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

200                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

書籍・ＤＶＤ購入費、啓発チラシ作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 図書館に消費者コーナーを設置し書籍･ＤＶＤを貸出すなど啓発する。 200               

三朝町消費生活相談窓口の機能強化を図る。 200               200                   パソコン・事務用品等購入費

行政担当者を研修会等に派遣し相談技能の向上を図る。 300               300                   旅費、受講料

合計

平成 22 年度313645

対象経費

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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

都道府県名

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）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 町立図書館に消費者コーナーを設置し書籍･ＤＶＤを貸出すとともに、啓発チラシを全戸配布する。

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）
（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） 行政担当者５人を県外研修会等に派遣し相談技能の向上を図る。

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） 相談窓口の看板作成、窓口周知のための広報用チラシの作成・配布等

（強化） 三朝町消費生活相談窓口の事務機器等を整備し、相談業務の機能強化を図る。

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

平成21年度の消費者行政予算 1,640            

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

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

1,640          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  千円

-                

-                千円

700               千円

700             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

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



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22年度末予定 相談員数

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 人

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

平成22年度末予定 相談員数

具体的内容処遇改善の取組



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）

合計 - 611               611                  -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

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活動 437               437                  

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

159               159                  職員旅費、受講料

平成 22

事業の概要 対象経費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

自治体コード 313700都道府県名 年度鳥取県 市町村名

事業経費

湯梨浜町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名
基金（交付金相当

分）対象経費

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

パンフレット等印刷製本費、DVD購入費

15                15                    書籍等購入費相談窓口の機能強化⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

県外研修会への参加支援（1名×2回）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（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）

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） 啓発用パンフレット作成配布・出前講座用DVD購入・町報での啓発

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県主催の研修の他、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

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 看板設置。机、イス、県との遠隔相談機器、関係書籍を購入。

（強化） 多様化する相談に対応するため関係書籍を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

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）
（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21年度の消費者行政予算 1,342            

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

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

1,329          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

-13             

13              千円

611               千円

611             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



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22年度末予定 相談員数

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 人

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

平成22年度末予定 相談員数

具体的内容処遇改善の取組



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）

-- 915               915                   

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

804                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

バス広告費、広報・啓発用回覧板製作費

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活動 804               

相談窓口の機能強化 100               100                   消費者行政関係書籍・ＤＶＤ購入費

担当職員の県内研修への参加支援（１名）　 11                 11                     旅費

合計

平成 22 年度313718

対象経費

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

市町村名 琴浦町 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名

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）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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）
消費者被害を防止するため、町内１００円バスに中吊り広告（５台）を行うとともに、車外後部広告（３台）も併せて実施。また、啓発回覧
板を作成し、自治会へ配布する。

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） 県内でおこなわれる研修・講座へ参加

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）

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） 相談窓口開設に伴う看板設置・事務機器（プロジェクター、スクリーン等）の購入

（強化） 窓口機能の強化として関係書籍・ＤＶＤを購入

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

平成21年度の消費者行政予算 1,473            

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

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

1,432          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

-41             

41               千円

915               千円

915             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

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



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22年度末予定 相談員数

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 人

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

平成22年度末予定 相談員数

具体的内容処遇改善の取組



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

事業名 事業の概要 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）

- 2,802            2,802                -

2,091            2,091                

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）

社会保険料、賃金

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談業務に対応する臨時職員１名を任用する。

番組出演者謝金、啓発資料作成費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座、ＣＡＴＶ番組等で啓発活動を行う。

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）

181               181                  

30                30                    参考図書、関係資料購入費

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） 消費生活相談担当者（１名）を研修に派遣する。 500               500                  旅費、教材費

平成 22 年度313726

対象経費

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

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 北栄町

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） 消費生活相談窓口の機能向上をはかる。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



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）

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名を任用する。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 町報、防災無線等の既存の広報媒体を活用して啓発。

（強化） 既存の広報媒体に加え、出前講座、ケーブルテレビ番組、啓発用資料の作成・配布等により啓発する。

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

県が実施する研修等へ職員を派遣。

（強化） 県及び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し、相談に必要な知識を身につける。

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）

（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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 平成21年10月に消費生活相談窓口を新たに設置し、住民に周知を図った。

（強化） より多様かつ専門的な相談にも対応できるよう、専門的な参考書籍、関係資料を購入し、窓口に整備する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

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）



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 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 2,802            

-                

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      2,046          2,091             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

実施形態 研修参加・受入要望

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

平成21年度の消費者行政予算 2,779            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,779          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,802          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 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

人うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      

人

平成22年度末予定

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      

人

平成22年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人

相談員数

平成22年度末予定 人

具体的内容

相談員数 人

相談員数 1      

①報酬の向上

人 平成22年度末予定 相談員数うち委託等の相談員

処遇改善の取組

平成21年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 県及び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る。

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）

-- 600               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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

500                  

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

啓発用パンフレット・回覧板作成費、啓発教材購入費

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 500               

担当職員(1名)の県内外の研修参加 100               100                  研修旅費、受講料

合計

平成 22 年度313866

対象経費

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

市町村名 大山町 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名

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）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 消費者被害防止のための啓発用のパンフレット、及び回覧板を作成し、住民に配布。啓発に必要な教材の購入。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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、国民生活センター等開催の研修に担当職員が参加

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）

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）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

平成21年度の消費者行政予算 2,600            

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

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

2,600          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  千円

-                

-                千円

600               千円

600            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

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



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22年度末予定 相談員数 -      

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 人

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

平成22年度末予定 相談員数 -      

具体的内容処遇改善の取組



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）

- 345               345                  -

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

出前講座及び講演会の開催 288               288                  機器購入費、　謝金

消費生活相談担当職員（１名）の研修受講 57                57                    旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業の概要 事業経費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 鳥取県 市町村名

事業名

22 年度南部町 自治体コード 313891 平成

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

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）

（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）

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） 消費生活被害を防止するため住民に対して出前講座及び講演会を実施する。

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） なし

（強化） 相談窓口担当職員のレベルアップを図るため県内研修に参加する。

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）

（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）

（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21年度の消費者行政予算 714               

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

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

人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

714            千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

-                

-                千円

345               千円

345            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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円 前年度差



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22年度末予定 相談員数

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 人

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

平成22年度末予定 相談員数

具体的内容処遇改善の取組



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

60                60                    弁護士謝金

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
基金（交付金相当

分）対象経費

1,012            992                  -

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者被害防止のための啓発（出前講座の実施、パンフ
レット、シールの配布、講演会の開催）

546               546                  講座用パンフレット作成費、シール作成費、講演謝金

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

職員の研修旅費

316               296                  パンフレット購入費、参考図書購入費

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） 職員の研修参加 90                90                    

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） 相談窓口周知用のパンフレット購入、参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

平成 22 年度市町村名 伯耆町 自治体コード 313904

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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）

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

弁護士との相談会（年２回）

-



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）

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（年２回）

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、講演会を実施するとともに、啓発用パンフレットやシールを作成し、出前講座等で活用する。

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） 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）

相談窓口開設に伴う看板設置、必要備品等の購入

（強化） 相談窓口周知のためのパンフレット購入・住民への配布、参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

42              千円

1,012          千円

－ 千円

1,931          

法人募集型

千円

千円平成21年度の消費者行政予算 1,973          

人時間／年

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

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

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

人日

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 992            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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 20              千円 前年度差 -22            



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

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

平成21年度末 相談員総数 -      人消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

人 平成22年度末予定 相談員数 -      うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

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）

事業名 事業の概要 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）

- 685               685                  -

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

パンフレット作成費・全戸配布経費、講師謝金・旅費等

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 645               645                  

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） 担当者（１名）の県外研修参加支援 40                40                    旅費・教材費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 22 年度314013

対象経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

市町村名 日南町 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

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 無し

（強化） 架空請求などへの注意喚起をはかるためパンフレットを作成し全戸配布するとともに、巡回講座を実施する。（必要に応じて講師派遣）

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） 無し

（強化） 担当者のレベルアップをはかるため、県外研修に参加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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

1,126          

-                千円

685               千円

千円

千円

千円

法人募集型

平成21年度の消費者行政予算 1,126            

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 685            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22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 千円

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



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

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      平成21年度末 相談員総数 -      人 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

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）

-- 250               250                  

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

150

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 消費者被害を防止するための広報啓発 150

消費生活相談窓口の強化 100 100 相談窓口の看板制作費、ＤＶＤ・参考図書購入費

合計

平成 22 年度314021

対象経費

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）

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）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

市町村名 日野町 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費

都道府県名

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）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 住民に対する広報啓発を強化するため、パンフレットを作成し、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）

（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）

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） 相談窓口の設置、必要備品等の購入、窓口広報

（強化） 相談窓口の看板設置、ＤＶＤ・参考図書の購入

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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

平成21年度の消費者行政予算 1,892            

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

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

1,891          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

-1              

1                千円

250               千円

250            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

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



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22年度末予定 相談員数

-      人平成21年度末消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      相談員総数 人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 人

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

平成22年度末予定 相談員数

具体的内容処遇改善の取組



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消費生活センター機能強化事業（新設）

111               111                   -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

44                 44                    チラシ作成費

61                 61                    旅費・教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

6                  6                      参考図書購入費

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

22 年度江府町 自治体コード 314030 平成

事業の概要 事業経費

都道府県名 鳥取県 市町村名

事業名

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）

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）

相談担当職員の研修参加支援

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

-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

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）

消費者被害の予防啓発等



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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（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） 啓発チラシを作成し、集落へ配布する。

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） 県内の研修会に参加。

（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。

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） 必要備品・参考図書の購入（法律関係）

（強化） 相談対応に役立つ参考図書の購入

（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）



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

1,935          

-                千円

111               千円

千円

千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 1,935            

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 111             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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



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

平成21年度末 相談員総数 -      人

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

消費生活相談員の配置 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

平成22年度末予定 相談員数うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上


