
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）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

出前講座の教材等の充実、啓発資料の作成・購入等、本市独自の消費者啓発用ＤＶＤの作成等

（既存）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

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）

60                     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）

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

なし

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

委託費

（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

（強化）

なし

（既存）

対象経費

（強化）

- -

（強化）

1,309             

2,698                 消費生活相談員人件費（2名分） 5,396             

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

消費者問題対応講習会の実施

事業名

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）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

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）

8,074             

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 鳥取市 自治体コード 312011

研修参加旅費

講師への謝金30                 

報酬、費用弁償、社会保険料、時間外勤務手当（消費者啓発出
前講座）

消費者啓発出前講座の教材の作成・購入費等、啓発資料の作
成・購入費等、本市独自の消費者啓発用ＤＶＤの作成等

787                    

492                    

30                     

1,309                 

事業の概要
基金（交付金相当
分）対象経費

消費者被害未然防止のための啓発

60                 

弁護士による相談対応支援 492                

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

合計

（強化）

⑭商品テスト強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

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

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）

事業経費

執務参考資料購入

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）

年度

787                相談員等研修参加

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

本市における収納部署の関係者等を対象にした、多重債務等借金問題の対応方法等についての研修の実施

なし（既存）

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）

5,376                 

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

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、土日祝日・夜間等における出前講座の実施、消費生活相談員主任制度の導入

なし

なし

（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 人時間／年

人

人 千円

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

実地研修受入人数

2,751           千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,650             千円

前年度差3,810           

年間実地研修受入総日数

千円

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

3       

国等開催の研修参加の旅費を支援

20年度差

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

参加者数

平成23年度末

人

人2      

平成24年度末予定

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

千円

○
消費生活相談員主任制度の導入に伴う、主任相談員と消費者安全法施行規則に
定める資格を有する相談員の報酬を引上

平成23年度末

平成24年度末予定

相談員数

5,770           

千円

平成24年度末予定

平成24年度末予定

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

3,019           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

相談員総数 3      

千円

人

48                 

平成24年度の消費者行政予算

千円

千円

2      

5,376           

消費生活相談員の配置 人

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,362           

平成23年度末

うち基金（交付金相当分）対象経費

11,146            

相談員総数

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

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3      

実施形態

自治体参加型

平成23年度の消費者行政予算

2,812              

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用

1,960             

9,381             

2       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

研修参加・受入要望

3       5,396              

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

うち定数内の相談員 平成23年度末

年間研修総日数 人日



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし。

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

市民向け啓発イベント・セミナー等の開催、自治会回覧板・啓発用パンフレット等配布、新聞折込、ラジオ・バス・市報等の広告。啓発講座用備品の購入

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

弁護士謝金

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

6,508             

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。

相談員研修等に参加。担当職員研修等へ参加。（増分が基金対象）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

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）

相談員・担当職員研修参加

年度

465                

312029

事業経費

自治体コード 平成

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

75                 消費生活相談室備品整備

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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

合計

（強化）

啓発講演会開催、啓発用パンフレット等配布、啓発広告

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）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

弁護士と契約し相談員による随時相談を実施。

465                    

118                    

（既存）

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

-

なし。

6,508                 

24

-

弁護士による高度な専門相談

研修旅費、資料代

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談関係課職員研修開催 118                

都道府県名 鳥取県 市町村名 米子市

事業の概要

（強化）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

法改正等最新情報入手のため参考図書、事務用備品等の購入。

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

書籍・事務用機器購入費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（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）

講師謝金・旅費、啓発用印刷配布・物品購入、ラジオ・バス広告

126                    

5,724                 5,724             

研修講師謝金、旅費

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

75                     

（既存）

（強化） 相談関係課職員研修開催（１回）。

126                

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

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

参加者数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末

平成23年度末

平成24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

うち基金（交付金相当分）対象経費

18,604            

6,508           

4      

実施形態

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,634           千円

人

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

前年度差

消費生活相談員の配置

自治体参加型

平成24年度末予定

平成24年度末予定

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

千円

相談員総数4      

千円

千円

相談員総数

12,085         

平成23年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

千円

対象人員数計 追加的総費用

○

平成24年度末予定平成23年度末

92               

4      4      平成24年度末予定

人日

千円

処遇改善の取組

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

年間研修総日数

平成23年度末

人

人

研修参加・受入要望

12,004            千円

①報酬の向上

相談員用参考図書購入

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

千円

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

人

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

16,719            

11               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差12,096         千円



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（強化）

各種研修・講座への参加により職員の実務能力の向上を図る。

587                広報資料の作成・購入費、出前講座開催委託料

705                    

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

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

（既存）

（強化）

旅費、研修費

18                     執務参考資料の購入費

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

（強化） 相談に対応するための参考図書の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

-

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

100                    

587                    

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 倉吉市

事業名

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）

啓発用パンフレット等作成、啓発講座開催委託

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

事業の概要

自治体コード

715                

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）

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

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設置等

（既存）

⑭商品テスト強化事業

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

合計

年度

28                 

100                

参考図書購入

職員の研修参加支援

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

312037

事業経費

-

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
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）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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。

なし



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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 1,887           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,887           千円 20年度差 1,887           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 2,592             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 705             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,949           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 3,949             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

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

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

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

パンフレットや啓発グッズを作成し、消費者教育・啓発を強化する。

（強化）

なし

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

なし

（強化）

事業経費

参考図書の購入

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度

327                相談員及び職員の県外研修への参加

312045

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

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

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

35                 ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

事業の概要

851                

弁護士への法律相談

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（252千円）

パンフレット及び啓発グッズ作成

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 境港市 自治体コード

事業名

-

事業名

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

296                    県外研修費（296千円）

252                    

-

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

237                    

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

30                     参考図書購入費（30千円）

237                パンフレット作成費用（158千円）、啓発グッズ作成費用（79千円）

252                

（強化）

815                    

必要備品及び参考図書の購入

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

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）

⑭商品テスト強化事業

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）

（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）

（強化）

（強化）

弁護士への法律相談

（既存）

県外研修を拡充しレベルアップを図る

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

専門相談員が年１回程度参加（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（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

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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

平成23年度の消費者行政予算 3,878             千円

平成20年度の消費者行政予算 2,066             

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 1,705           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,173           千円

平成24年度の消費者行政予算 2,986             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 815             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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,171           千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-2               千円

相談員総数 1      

20年度差 105             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

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）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（既存）

なし（既存）

（強化）

（強化）

窓口看板の設置、参考図書の購入、相談員用事務用機器の購入、専用電話の設置。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

75                 

委託費（相談員人件費）

職員・相談員を国民生活センター等が主催する研修へ参加させる。

（強化）

（強化）

専門相談実施に伴う新たな相談員用執務図書等を購入する。

（既存）

（既存）

812                356                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

75                     

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）

1,230             -- 774                    合計

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

岩美町

（強化）

事業名

都道府県名 鳥取県 市町村名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

専門相談員の配置

事業名

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談窓口の機能強化

職員・相談員の研修参加費用

25                 ⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者被害防止のための啓発

職員旅費・研修受講費、委託費（相談員旅費）318                    

啓発物品等作成費

対象経費

313025

25                     相談員用参考図書等の購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

318                

（既存）

（強化）

（強化）
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

（既存）

（強化）

（強化）
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

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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）

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）

事業経費

24 年度

事業の概要

自治体コード 平成

基金（交付金相当
分）対象経費

（強化）

相談窓口の強化のため、専門相談員を週１回配置する。

（強化）

（既存）

なし

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

地区公民館等での出前講座実施時に配布する啓発物品を作成する。

（既存）

（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

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

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

対象人員数計 追加的総費用

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

1       812                

平成20年度の消費者行政予算

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       400                

対象人員数
（報酬引上げ）

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 1,272           

平成23年度の消費者行政予算 1,272             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 1,230             千円

20年度差 456             

うち基金（交付金相当分）対象経費 774             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 356                

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 456             千円

人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

456             千円

1      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成24年度末予定 相談員数 1      

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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

相談窓口の強化のため、専門相談員を週１回配置する。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

弁護士による専門的な相談会を開催（１回／月）

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）

⑭商品テスト強化事業

より一層の消費者被害防止に向けた啓発を行い、住民意識の向上を図る。啓発グッズの作成。

なし

（既存）

事業経費

弁護士による相談会を開催し、相談対応の向上を図る。

なし

なし

（強化）

（既存）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度

212                

28                 

相談窓口の充実強化

相談専門員の研修参加支援

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

378                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

-

事業名

事業の概要

自治体コード

1,797             

28                     

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

委託費（相談員人件費）

事業名
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費者被害を防止するための啓発

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 若桜町 313254

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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）

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）

（強化） 専門相談実施に伴う新たな相談員用執務図書・事務用機器の購入、専用電話設置工事を行う。

378                    弁護士委託費

-1,313                 

212                    

消費者相談専門員の配置（１回／週） 864                

315                    

委託費（相談員研修旅費）

相談員用参考図書・事務用機器等の購入、電話回線工事等

（既存）

（既存）

専門相談員のレベルアップを図るための研修参加旅費を支援する。

315                啓発グッズ等作成費

380                    

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

窓口の看板設置、参考書籍・窓口備品の購入

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

なし（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 369             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 547             千円 20年度差 536             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 380                千円

平成24年度の消費者行政予算 1,860             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,313           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 178             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 580             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 758                千円

対象人員数計 追加的総費用

1       864                

平成20年度の消費者行政予算 11                 

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       408                

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

なし

啓発に必要な資料の作成・購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

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）

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）

1,844             

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) 378                

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
（既存）

（強化）

弁護士委託料

なし

（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） なし

相談窓口強化のため、専門相談員を週１回配置する

（既存）

（強化）

弁護士と委託契約し、くらしの相談会を開催する。

（既存）

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）

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）

平成

事業の概要

313289

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

年度

168                

事業経費

職員旅費、委託費（相談員旅費）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

消費者行政担当者・相談員の研修参加支援

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

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

合計

（強化）

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

（既存）

（強化）

378                    

-

（強化）

370                    

（既存）

（強化）

職員・相談員を県内外の研修へ参加させる

（既存）

24都道府県名 鳥取県 市町村名 智頭町 自治体コード

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

-

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

委託費（相談員人件費）

168                    

459                459                    

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）
（既存）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

パンフレット等の購入、出前講座資料の作成

1,375                 

専門相談員の配置 839                

（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

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

なし

（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

人 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 469             千円 469             千円20年度差 469             千円 前年度差

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 370                千円

平成24年度の消費者行政予算 1,844             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,375           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）対象経費 993             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 993                千円

1      

-      

-      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      839                

平成20年度の消費者行政予算

年間実地研修受入総日数

相談員数

相談員数

相談員数

自治体参加型

参加者数

-      消費生活相談員の配置

追加的総業務量（総時間）

相談員数

相談員数

法人募集型

1      

人

相談員総数

相談員数うち定数内の相談員 -      平成23年度末

実施形態

平成23年度末

人時間／年

対象人員数

相談員総数

400             

実地研修受入人数

年間研修総日数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

人

人1      人

人日

研修参加・受入要望

人

平成24年度末予定人

人

人

平成24年度末予定

平成24年度末予定

人日

①報酬の向上

人

平成24年度末予定

平成23年度末

平成23年度末 -      

-      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

処遇改善の取組

④その他

具体的内容

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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 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。

（強化）

なし（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）

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）

なし

啓発パンフレット等作成

対象経費

（強化）

28                     

専門相談員の配置 840                

専門相談員の研修参加支援

消費者被害防止のための啓発

-1,506                 

参考図書等の購入

委託費（相談員人件費）

（強化）

368                    

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

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）

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）

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）

委託費（相談員研修旅費）

都道府県名 鳥取県 市町村名 八頭町

事業名

（強化） 最新の参考図書等を購入し、相談体制の強化を図る

（強化）

平成 24

-

自治体コード

1,978             

10                     

基金（交付金相当
分）対象経費

800                    

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑭商品テスト強化事業

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

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

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）

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）

10                 

28                 

相談窓口の充実強化

（強化）

（既存）

800                

事務機器、書籍、啓発ビデオを整備

313297

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費

年度

事業の概要

相談窓口の強化のため、専門相談員を週１回配置する

なし（既存）

（既存）

啓発パンフレット等を作成し、全戸配布する

（強化）

なし

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（強化）

（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）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（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）

弁護士委託料弁護士相談会の開催 300                    300                

相談員のレベルアップを図るための研修参加旅費を支援する（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 499             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 499             千円 20年度差 499             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 368                千円

平成24年度の消費者行政予算 2,005             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,506           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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,318           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,318             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       840                

平成20年度の消費者行政予算

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       400                

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
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）
（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）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

町民世帯を対象に、消費者被害防止等周知チラシを配付する。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
なし

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

三朝町消費生活相談窓口の機能強化を図る。

313645

事業経費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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）

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

町民に消費生活情報の周知を図る。

都道府県名 鳥取県 市町村名 三朝町 自治体コード

事業名

-- 200                

平成 24 年度

100                

合計

（既存）

なし

（既存）

（強化）

（強化）

事業名

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業の概要 対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

100                    

（既存）

100                被害防止チラシの作製配付

200                    

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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。

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）

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）

（強化）

100                    事務用品及び執務図書の購入

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 -10             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 200                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             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 10               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 700             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 710                千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（強化）

1,275                 

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 多様化する相談に対応するため関係書籍を購入。

1,325                 

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

50                     書籍等購入費

（既存）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

パンフレット等印刷製本費、啓発グッズ購入費、啓発用消耗品費

-

⑭商品テスト強化事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

事業名

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 湯梨浜町

　

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）

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

1,275             消費者被害防止のための啓発活動

-

看板設置。机、イス、県との遠隔相談機器、関係書籍を購入。

事業の概要

自治体コード

1,325             

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）

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）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存）

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

合計

年度

50                 相談窓口の機能強化

313700

事業経費

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

啓発用パンフレット作成・配布。町報での啓発。
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存） なし

（強化）

（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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 -80             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -12             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 1,325             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,325           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 80               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 972             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 1,052             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 12                 

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

250                    

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

250                パンフレット等印刷製本費250                    

-

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（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）

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）

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）

　

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 琴浦町

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費者被害防止のための啓発

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）

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

事業の概要

自治体コード

250                

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）

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）
（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）

-

事業名

（既存）

（強化）

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

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

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年度313718

事業経費

なし

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

啓発用パンフレット等を作成・配布する
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

（既存）

（強化）

（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）



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

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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

平成23年度の消費者行政予算 230                千円

平成20年度の消費者行政予算

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             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 250                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

-                千円

相談員総数 -      

20年度差 -                

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（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。

350 出前講座用機器、啓発チラシ等作成

600 

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

（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

県が実施する研修会などへ職員を派遣。

（既存）

（強化）

職員研修旅費

150 相談員用事務機材等購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

（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体制を整備する。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

-

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

100 

350 

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 北栄町

事業名

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）

出前講座、ＣＡＴＶ番組等で啓発活動を行う。

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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

事業の概要

自治体コード

600 

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）

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

平成２１年１０月に消費生活相談窓口を設置。住民に周知を図るとともに相談機能の向上を図った。

（既存）

⑭商品テスト強化事業

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

合計

年度

150 

100 

窓口機能の充実強化

担当職員を国民生活センター等の研修に派遣する。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

313726

事業経費

-

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
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）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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。

なし



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

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

④その他 鳥取中部ふるさと広域連合において、相談業務を共同実施する。

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 1      人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 1      人 平成24年度末予定 相談員総数

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 - 千円

平成24年度の消費者行政予算 600                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,946           千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 2,946             千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

出前講座、意識調査アンケート実施、研修会実施

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）

⑭商品テスト強化事業

消費者被害防止のための消費者全般用のリーフレット購入・啓発。研修会を開催し、啓発資料の配布などで消費者の意識向上を図る。

（既存） 案内版の設置、参考図書等の購入。

事業経費

食に関する正しい知識の普及・啓発のため出前講座の開催、意識調査アンケートの実施、研修会の開催。

なし

なし

（強化）

（既存）

（既存）

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

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度

50                 

30                 

消費生活相談窓口の機能向上を図る

担当職員の県内外での研修参加

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

1,662             

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（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）

-

事業名

事業の概要

自治体コード

3,868             

30                     

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

事業名
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費者被害防止のための啓発、研修会実施

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 大山町 313866

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

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）

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）

（強化）

1,662                 
研修会講師謝金・旅費、出前講座用物品購入費、意識調査に
係る経費

-3,868                 

50                     

2,126                 

旅費・研修費・参加費

参考図書購入費

（既存）

（既存）

担当職員が県、国民生活センター等開催の研修に参加する。

2,126             研修会講師謝金、啓発グッズ購入・作成費、リーフレット等購入費

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

新たな参考図書を購入し、相談機能の強化を図る。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

なし（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

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

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 3,868             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,868           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

うち基金（交付金相当分）対象経費 890             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 890                千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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。

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）

（強化）

66                 

事業名

新たな参考執務図書等の購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

20                     20                 最新の執務図書購入等。

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

執務図書等の購入費

教材作成・購入費

（強化）

86                     

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

66                     

事業の概要

自治体コード南部町

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

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 市町村名

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）

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）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（既存）

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

⑭商品テスト強化事業

出前講座の実施、パンフレット等の作成

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

--

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

事業経費事業名

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）

基金（交付金相当
分）対象経費

平成 24

対象経費

（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。

年度313891

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

86                 

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

なし

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）



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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

相談員数 人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人 平成24年度末予定 相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

平成24年度末予定

人

-                千円

相談員総数 -      

千円 前年度差

人

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

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成24年度の消費者行政予算 86                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 86               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

うち基金（交付金相当分）対象経費 187             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 187                千円

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

弁護士法律相談会

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

（強化） 町民向けの啓発講座を開催する。図書館の「消費生活コーナー」を活用し図書の充実及び情報発信を行う。

（強化）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

なし（既存）

職員の研修参加支援

313904

事業経費

24自治体コード 年度

基金（交付金相当
分）対象経費

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

合計

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

⑭商品テスト強化事業

消費者問題について住民意識を高める「消費生活講座」
の実施（全２回）

81                 

相談窓口の充実強化

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

30                 

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

479                

81                     

30                     

338                    

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

--

都道府県名 鳥取県 市町村名 伯耆町 平成

30                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（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

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

対象経費

職員の研修旅費

338                

窓口用品、参考図書等の購入

専門家への謝金（弁護士）、開催案内チラシの作成

なし（既存）

（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。

（強化）

（既存）

（強化）

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）

10                     

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談対応の参考となる新たな参考図書等を購入する。

啓発用パンフレット等作成、講座講師謝礼

459                    

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
相談対応強化のため、弁護士相談会を開催する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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

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

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

対象人員数計 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

平成20年度の消費者行政予算 -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

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             

平成23年度の消費者行政予算 784                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円

平成24年度の消費者行政予算 479                千円

20年度差 20               

うち基金（交付金相当分）対象経費 459             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 20               千円

人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

-                千円

-      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成24年度末予定 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

地域の住民から募集した消費者川柳を用いた啓発グッズ等を作成し全戸配布するとともに、啓発講座を実施する。

（強化）

（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）
（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）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

なし

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
なし

（強化）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（強化）

相談窓口業務の機能強化を図るため、専門相談員を月２回配置する

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

85                 

相談窓口強化

担当者、相談員の研修参加支援

314013

事業経費

自治体コード 平成 24 年度

事業の概要

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

518               

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業名

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）

消費者被害防止のための啓発

委託料（相談員人件費）407               

職員旅費・教材費、委託費（相談員旅費）

都道府県名 鳥取県 市町村名 日南町

⑨消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

-- 1,310            

啓発グッズ等作成費、講師謝金・旅費等

300               

合計

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

518                   

85                    

対象経費
基金（交付金相当
分）対象経費

専門相談員の配置

（強化）

（既存）

1,082                

179                   

事業名

相談窓口のレベルアップをはかるために書籍を購入

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）

担当者・相談員のレベルアップを図るため、県内外の研修に参加させる

専門相談実施に伴う事務用機器（パソコン、プリンターなど）、新たな参考執務図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

300                   書籍・事務用機器等購入費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

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

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

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

対象人員数計 追加的総費用

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

1      407                

平成20年度の消費者行政予算

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      192                

対象人員数
（報酬引上げ）

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          

平成23年度の消費者行政予算 1,101            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,310            千円

20年度差 228            

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,082          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 179               

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 228            千円

人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数

相談員総数

人 人

228            千円

1      人

千円 前年度差

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

①報酬の向上

人

人 平成24年度末予定 相談員数 人

人うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

平成24年度末予定 相談員数 1      

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）

２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

相談窓口の強化のため、専門相談員を月２回配置する。

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

⑭商品テスト強化事業

住民の被害を防止するためのマニュアルを作成、及び啓発講座を実施する。

なし

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

314021

事業経費

なし

（強化）

（既存）

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）

年度

180                

14                 

相談窓口強化

相談員の研修参加支援

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

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）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

681                

委託料（相談員人件費）

事業の概要

消費者被害を防止するための広報啓発

-

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）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 日野町 自治体コード

事業名

-

事業名

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

93                     

14                     委託料（相談員旅費）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

相談窓口設置、必要備品等の購入

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

（強化）

専門相談員の配置 394                

180                    参考図書、事務用機器（パソコン等）の購入

（既存）

（既存）

（強化） 新たな参考図書の購入、専門相談員用事務機器の購入

460                    

（強化）

（強化）

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

（強化）

なし（既存）

（強化） 相談員のレベルアップを図るため、研修に参加させる

93                 被害防止マニュアル等作成費用、講演会講師謝礼

173                    

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（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）
（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

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

④その他 消費生活相談員（専任）の配置（月２回）

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 1      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人 平成24年度末予定

前年度差 221             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 221             千円 20年度差 221             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 173                千円

平成24年度の消費者行政予算 681                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             千円

千円

平成23年度の消費者行政予算 500                千円

対象人員数計 追加的総費用

1       394                

平成20年度の消費者行政予算

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       192                

対象人員数
（報酬引上げ）

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



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）

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）
（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）
（強化）

（強化）

なし（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

（既存）

（強化） 参考図書の購入、専門相談に伴う備品等の購入

868                    

（強化）

316                    参考図書、事務用機器等の購入

390                

（既存）

担当者、相談員のレベルアップを図るため、県内外の研修会に参加させる

347                啓発パンフレット等作成、講師謝金、啓発用備品等の購入

171                    

-

（強化）

専門相談員の配置

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

347                    

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

業務に必要な参考図書の購入
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

平成 24都道府県名 鳥取県 市町村名 江府町

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

34                     職員旅費、委託料（相談員旅費）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）

委託料（相談員人件費）

啓発パンフレット等作成、研修会の開催等

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

事業の概要

自治体コード

1,087             

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

-

事業名

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

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

合計

年度

316                

34                 

相談窓口強化

職員・相談員の研修参加支援

314030

事業経費

なし

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

住民向けの啓発パンフレット等を作成し配布する。研修会を開催する。啓発用備品等を購入する。

なし

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

相談窓口の強化のため、専門相談員を月２回配置する。

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）

（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

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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（報酬引上げ）

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       192                

平成23年度の消費者行政予算 1,098             千円

1       390                

平成20年度の消費者行政予算

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           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成24年度の消費者行政予算 1,087             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 868             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 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 171                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 219             千円

消費生活相談員の配置 平成23年度末 相談員総数 -      人 平成24年度末予定

平成24年度末予定 相談員数 人

219             千円

相談員総数 1      

20年度差 219             

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数

人

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 人

人 平成24年度末予定 相談員数 1      人

人 平成24年度末予定 相談員数

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

人

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

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）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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） 消費生活相談員を２名配置する。

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

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） 消費生活相談員のレベルアップのため、国・県等が実施する研修等への参加させ、相談対応の向上を図る。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（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）

なし

（強化） 新たに中部消費生活センターを設置し、消費生活相談対応を実施する。

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 10,655            6,193                 -

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員の配置 6,249             2,537                 委託料(相談員人件費）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑭商品テスト強化事業

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

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）

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） 相談員の研修参加支援 251                251                    委託料（研修参加旅費）

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）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 相談窓口の整備 4,155             3,405                 

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

都道府県名 鳥取県 市町村名
鳥取中部ふるさと広域
連合

参考図書の購入、窓口設置周知チラシの作成費、事務所改修
費、、窓口用備品・事務用機器購入等

②消費生活センター機能強化事業（増設）

自治体コード 318353 平成 24 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費



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

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

④その他 -

②研修参加支援 -

③就労環境の向上 -

人

-      人

平成24年度末予定 相談員数 2      

相談員数

①報酬の向上 -

うち委託等の相談員 平成23年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組 具体的内容

人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 -      人 平成24年度末予定

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 -      相談員数 -      

4,462           千円 20年度差 4,462           千円

2      人平成23年度末 相談員総数 -      

人 平成24年度末予定

前年度差

人

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,537             千円

千円

人 平成24年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,462           

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,193           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

平成24年度の消費者行政予算 10,655            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 -                千円

-                   千円

平成23年度の消費者行政予算 -                   千円

1,824              

人

人日

対象人員数計 追加的総費用

2       6,249              

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数

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       

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

参加者数

人日

実施形態 研修参加・受入要望


	鳥取
	米子
	倉吉
	境港
	岩美
	若桜
	智頭
	八頭
	三朝
	湯梨浜
	琴浦
	北栄
	大山
	南部
	伯耆
	日南
	日野
	江府
	広域

