
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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 鳥取市

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 312011 年度

対象経費

平成都道府県名

参考図書等の購入

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） 執務参考資料購入 60                 60                     

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）

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 712               712                   研修参加旅費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

委託費

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による相談対応支援 504               504                   

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）

出前説明会の教材購入費等、市報付録印刷経費、啓発資料等の作成・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 消費者被害未然防止のための啓発 842               842                   

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員人件費（２名分） 4,039             4,039                報酬、費用弁償、共済費

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 6,157             6,157                -



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

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

相談ブース等の増設、留守番電話機能機器等の設置、相談員増加に伴う机等の購入、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）

（強化） 参考図書等の購入（最新の個別法令図書や相談対応に必要な参考図書を中心に購入）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） なし

（強化） 弁護士による相談対応支援、弁護士による随時相談事業

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）
（既存） なし

（強化） 相談員（３名）担当職員等のそれぞれのレベル向上のため、県・国が開催する研修に参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 出前講座の教材等の充実

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） なし

（強化） 増大する業務に対応するために消費生活相談員を３名配置



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

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

2,784              

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

2       4,039              

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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20年度の消費者行政予算 1,960             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,394          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 929             

平成22年度の消費者行政予算 10,323           千円

千円

6,157          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

9,213             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 1,096          

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,056          

2      人

千円

3      人

千円 前年度差 2,127          

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 3      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

人

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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 米子市

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 312029 年度

対象経費

平成都道府県名

書籍・事務用機器購入費

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） 消費生活相談室備品整備 140               140                   

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）

研修講師謝金・旅費

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・担当職員研修参加 456               456                   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                   

弁護士謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士による高度な専門相談 126               126                   

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）

講師謝金・旅費・啓発用印刷配布・啓発物品購入費・広告料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発講演会開催・啓発用チラシ等配布・啓発広告 3,794             3,794                

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

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）

合計 - 4,634             4,634                -



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

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） 小型スクリーン１台購入。法改正等最新情報入手のため参考図書購入。

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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）。

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） 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）。

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）

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） 自治会単位の出前講座開催、啓発用ポスター・チラシ作成配布。

（強化） 外部講師による啓発講演会の開催（１回）、啓発用パンフレット等の配布（２回）、新聞折込（１回）、貸出し用図書等購入。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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20年度の消費者行政予算 12,004           千円

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）対象外経費 11,997         

平成22年度の消費者行政予算 16,497           千円

千円

4,634          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

16,719           千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 81               

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,085         

4      人

千円

4      人

千円 前年度差 88               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 4      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22年度末 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

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 倉吉市

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 312037 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

執務参考資料の購入費、住民への周知に係る経費

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） 参考図書購入、パンフレットスタンド購入 104               104                   

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） 相談員及び職員の研修参加支援 546               546                   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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

教材の作成・購入費、広報資料・コンテンツ作成・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 出前勉強会用DVD購入、啓発用カレンダー等作成 1,244             1,244                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の配置 2,052             2,052                非常勤職員報酬及び社会保険料

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 3,946             3,946                -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 面談できる相談室（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） 相談に対応するための参考図書の購入、パンフレットスタンドの追加設置（庁舎内1台）

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） なし

（強化） 各種研修・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。

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付する。

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員1名の雇用・報酬の引き上げ



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

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

1,632              

1       

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

1       2,052              

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 4,008          

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 4,008             千円

千円

3,946          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

3,949             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

2,052             千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 3                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                

1      人

千円

1      人

千円 前年度差 3                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上 ○ 月給単価の増額。１４５，２００円から１５０，６００円への増額

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数

人

④その他

②研修参加支援 ○ 講師養成講座、専門２日間コース、基礎講座の受講

③就労環境の向上 ○ 相談に対応するための参考図書購入



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 境港市

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 312045 年度

対象経費

平成都道府県名

参考図書購入費

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） 参考図書の購入 30                 30                     

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）

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） 相談員及び職員の県外研修への参加 309               281                   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）

弁護士への謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士への法律相談 252               252                   

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・チラシ・パネル作成費用、講演会開催経費

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレット・チラシ・啓発パネル作成、講演会開催 1,142             1,142                

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

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）

合計 - 1,733             1,705                -



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

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の購入

（強化） 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。

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） なし

（強化） 弁護士への法律相談

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） 県外研修を拡充しレベルアップを図る

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 講演会を開催し、消費者教育・啓発を強化する

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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20年度の消費者行政予算 2,066             千円

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）対象外経費 2,156          

平成22年度の消費者行政予算 5,276             千円

千円

1,705          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

3,878             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 107             

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,173          

1      人

千円

1      人

千円 前年度差 17               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22年度末 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 ○ 県外研修参加回数増加

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 岩美町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313025 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

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）

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） 職員の研修参加支援（国民生活センター等） 145               145                   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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

講演会開催、啓発カレンダー・グッズ等作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 788               788                   

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

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）

合計 - 933               933                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） なし

（強化） 職員を国民生活センター等が主催する研修に参加させる。

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）

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講演会を開催し、また、啓発カレンダー・グッズ等の配布を行う。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 945             

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 945               千円

千円

933             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

933               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数 -      人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 若桜町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313254 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

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）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

啓発パンフレット等作成費

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啓発 368               368                   

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による専門的な相談会等を開催（１回/月） 360               360                   弁護士委託費

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）

合計 - 728               728                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） 今までの事業を踏まえ、より一層の消費者被害防止に努める。パンフレット等の作成。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

なし

（強化） 弁護士による相談会を開催し、専門的な相談に対応できる体制を整備。また、広報に相談事例を掲載し、意識の向上・啓発促進を図る。

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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20年度の消費者行政予算 11                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 722             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               

平成22年度の消費者行政予算 742               千円

千円

728             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

764               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 25               

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 36               

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 16               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 智頭町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 31328 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

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）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

講師への謝金・広報資料・広報誌掲載料

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
被害防止のための啓発（パンフレット等の購入、出前講座
資料の作成）

403               403                   

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

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実施（月１回開催） 378               378                   弁護士委託料

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）

合計 - 921               921                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） なし

（強化） 研修等参加

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発に必要な資料の作成・購入

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

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

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 950             

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 950               千円

千円

921             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

921               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 八頭町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313297 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

参考図書購入

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） 相談体制の整備 10                 10                     

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

啓発カレンダー作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,008             1,008                

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士を活用し、相談会を開催し、職員のレベルアップも図る 300               300                   委託料

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）

合計 - 1,318             1,318                -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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、啓発ビデオを整備

（強化） 最新の参考図書を購入し、相談体制の強化を図る

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） 啓発カレンダーを作成し、全戸配布する

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

なし

（強化）
定例の専門家（弁護士）相談窓口を開設し、多様化する相談に対応し、併せて窓口担当職員の専門性向上を図る。
また専門家の目から見た消費者トラブルについて広報記事を掲載し、啓発を図る。

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 987             

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 987               千円

千円

1,318          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,318             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 三朝町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 31364 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

事務用品の購入

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を図る 100               100                   

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） 国民生活センター等が主催する研修に参加する。 200               200                   旅費及び研修・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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

回覧板の作成配布、各集落施設掲示板設置

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費生活情報の周知を図る。 400               400                   

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

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）

合計 - 700               700                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談ブース・看板設置、窓口周知パンフ配布、窓口用事務機器の設置等

（強化） 事務用品及び参考図書を購入し、効果的な事務を行う。

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） なし

（強化） 担当者を研修会に派遣し、相談体制の強化を図る。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町内の62集落に消費生活用回覧板を組数配付及び集落施設に啓発用掲示板を設置する。

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 700             

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 700               千円

千円

700             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

710               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 10               

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 10               

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 10               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 湯梨浜町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313700 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

書籍等購入

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 80                 80                     

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） 県外研修会への参加支援 80                 80                     職員旅費、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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

パンフレット印刷製本費、DVD、パネル、出前講座用機器購入

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 812               812                   

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

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）

合計 - 972               972                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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

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） 県主催の研修参加。

（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ほか、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）

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、出前講座用機器・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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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20年度の消費者行政予算 12                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 611             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12               

平成22年度の消費者行政予算 623               千円

千円

972             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,052             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 68               

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 80               

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 68               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 琴浦町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 314021 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

参考書籍、DVDの購入

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 50                 50                     

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） 担当職員の県内研修への参加支援 100               100                   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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

消費者月間啓発用懸垂幕作成

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発活動 80                 80                     

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

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）

合計 - 230               230                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 窓口看板設置、事務機器、参考図書の購入

（強化） 窓口強化のための新たな関係図書、DVD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）

（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） なし

（強化） 県内で行われる研修・講座へ参加

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）

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、消費者月間にあわせた啓発を行う。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 915             

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 915               千円

千円

230             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

230               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



市町村事業計画様式

０．基本データ

3

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 北栄町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313726 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

書籍、関係資料など購入費

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） 消費生活相談窓口の機能を向上させる。 50                 50                     

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を（１名）研修に派遣する。 500               500                   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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

番組出演謝礼、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。 220               220                   

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を１名任用する。 2,176             2,176                社会保険料、賃金

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,946             2,946                -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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月から開設した消費生活相談窓口を設置し、住民に周知を図るとともに相談機能の向上を図った。

（強化） 消費生活相談窓口を引き続き設置し、より専門的な相談にも対応できるよう、専門的な参考図書、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）

（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） 県が実施する研修会などへ職員を派遣。

（強化） 県及び国民生活センターなどが実施する研修に相談対応職員を派遣し、相談に必要な知識と実践的な能力を身につける。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（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、配布などにより啓発を行う。

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） 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を１名任用する。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一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

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

2,046              

-       

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

1       2,176              

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 2,802          

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 2,802             千円

千円

2,946          千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

2,946             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

2,176             千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

1      人

千円

1      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      -      

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 1      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数 -      人うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

人

④その他

②研修参加支援 ○ 県及び国民生活センターなどが実施する研修に職員を派遣する。

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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 大山町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313866 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

参考図書購入費

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） 消費生活相談窓口の機能向上を図る 50                 50                     

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（1名）の県内外の研修参加 100               100                   研修旅費、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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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 消費者被害防止のための啓発 450               450                   

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

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）

合計 - 600               600                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口設置に伴い窓口看板、参考図書を整備した。

（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）

（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） 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。

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） 消費者被害防止のための啓発用ステッカーを作成し、住民に配布。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数 -      

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

-                    

-       

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 -      人日

研修参加・受入要望

-      人日

法人募集型

実地研修受入人数 -      

-       -                    

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

-       



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 600             

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 600               千円

千円

600             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

600               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      -      

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数 -      

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数 -      人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 南部町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313891 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

執務図書、DVDソフトの購入費

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） 執務図書、DVDソフトの購入 50                 50                     

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） 担当職員研修費 57                 57                     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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

教材作成・購入費、講座に係る講師謝金等

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 出前講座の実施 80                 80                     

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

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）

合計 - 187               187                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費生活相談窓口看板設置、DVDソフト、参考図書の購入等(21年度実施）

（強化） 新たなDVDソフト、最新の参考図書を購入し、窓口対応を強化する。

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） なし

（強化） 窓口担当職員のレベルアップを図るため、県内研修に参加させる。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者トラブルを未然に防ぐために出前講座を実施する。

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 345             

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 345               千円

千円

187             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

187               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 伯耆町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 313904 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

参考図書等の購入

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） 相談窓口用品購入、参考図書の購入 35                 15                     

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 81                 81                     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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

パンフレット、受講者用グッズ、講師謝礼、パンフレットスタンド等購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
消費生活講座（全４回）、イベント等での啓発、図書館消
費者コーナー設置

638               638                   

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士法律相談会 30                 30                     弁護士への謝金

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）

合計 - 784               764                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談窓口周知パンフレット購入・配布、参考図書の購入

（強化） 相談対応の参考となる新たな参考図書を購入する。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（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） なし

（強化） 各種研修会に参加し、相談対応職員のスキルアップを図る。

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 町民向けの啓発講座を開催する。図書館に消費者コーナーを設置する。

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）

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）



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

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

なし

（強化） 相談対応強化を図るため、弁護士法律相談会を開催する。

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1,001          

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               

平成22年度の消費者行政予算 1,021             千円

千円

764             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

784               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

- 千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 20               

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 日南町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 314013 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

書籍購入

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） 相談窓口強化 30                 30                     

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 71                 71                     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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

啓発グッズ等作成費、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 1,000             1,000                

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

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）

合計 - 1,101             1,101                -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 新たに相談窓口を設置し、事務用品を整備

（強化） 相談窓口のレベルアップをはかるために書籍を購入

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） なし

（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

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） 架空請求などへの注意喚起をはかるため啓発グッズを作成し全戸配布するとともに、啓発講座を実施する。

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 685             

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 685               千円

千円

1,101          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,101             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 日野町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 314021 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

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）

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

のぼり旗・パンフレット等作成費用、講演会講師謝礼

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 500               500                   

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

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）

合計 - 500               500                   -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

（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） 住民に対する啓発としてパンフレットの作成、のぼり旗の設置を行う。

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 250             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                

平成22年度の消費者行政予算 251               千円

千円

500             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

500               千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

-                  千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -1               

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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



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）

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）

事業名 事業の概要 事業経費

鳥取県 市町村名 江府町

基金（交付金相当
分）対象経費

23自治体コード 31403 年度

対象経費

平成都道府県名

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）

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）

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                  6                      

講師の報酬

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） 相談員の研修参加支援 62                 62                     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） 研修会・講演会の開催 12                 12                     

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

のぼり旗等啓発物品の作成・購入

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 被害予防啓発等 1,018             1,018                

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

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）

合計 - 1,098             1,098                -



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

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）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

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） 相談対応に必要な新たな参考図書の購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

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） 相談員等を対象にした研修会の開催

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） 県内の研修会に参加

（強化） 多くの県主催研修に参加し、相談員の知識を向上させる

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 啓発用物品を作成・購入し、集落へ配布する

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）

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 人時間／年

人

人 千円

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（強化）

（強化）

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

年間実地研修受入総日数 人日

研修参加・受入要望

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 111             

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 111               千円

千円

1,098          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,098             千円平成23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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

人平成23年度末予定 相談員数

相談員総数

人

千円

千円

平成23年度末予定

20年度差 -                

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                

-      人

千円

-      人

千円 前年度差 -                

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

①報酬の向上

人 平成23年度末予定 相談員数

平成23年度末予定 人

処遇改善の取組 具体的内容

相談員数人うち委託等の相談員 平成22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


