
都道府県コード 340006

平成 年度21

広島県 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

8,440                          

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 805                            4,142                          4,947                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 1,806                          

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

-                                

②年間研修総日数

-              

-              

基金取崩し額 104,683                                                          

13%

①参加者総数

791,499                                                          

66,504                        

管内市町村予算総額 192,159                                                          

4,137                          

50                              

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

- 7,493                          

-                                

平成

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

7,493                          

13,604                        13,654                        （１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

-                                -                                

-                                

事業計画【総括表】21 年度 広島県

事業名 市町村都道府県

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

①参加者総数

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

-              

実施形態

-              ②年間研修総日数

合計

104,683                      

-                                

38,179                        

-                                

3,767                          7,904                          

-                                -                                

-

6,634                          

-                                

31,751                        

-                                

200                            200                            

-                                

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

62,045                        

消費者行政予算総額

599,340                                                          

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業 30,294                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

業者への研修実施委託経費
（講師謝金・旅費，会場費，教材作成費）

参考図書購入経費50                      

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

②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（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）
消費者基本計画策定
各分野の専門家による相談の実施

1,806          

合計 38,179               

1,806                 

基金（交付金相当
分）対象経費

臨時職員報酬

31,751         31,751                
高齢者向けパンフレット，高齢者向けグッズ（携帯用啓
発カード等），大学等の新入生向けパンフレットの印刷
発注経費，講演会開催経費（講師謝金，会場費）

3,767          

対象経費事業経費

50               

審議会委員報酬・費用弁償・印刷製本費・専門家謝金・専門家旅費

高齢者，若年者（大学生等）を対象とした啓発の実施
講演会の実施

805                    

事業名 事業の概要

参考図書等の購入

⑦消費生活相談窓口高度化事業

3,767                 
消費生活相談窓口に従事する者のレベルアップを図る
ための研修開催

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応するため臨時
職員の雇用

805             

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

38,179        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

なし

専門図書，相談に必要な備品を購入することにより，消費生活相談員の能力向上，県民への啓発強化を図る。

（強化）

⑬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）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑧食品表示・安全機能強化事業

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

（強化）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

啓発パンフレットの作成。講演会の開催。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑦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（拡充）

県直営による各種法律研修（座学）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

県及び市町の消費者行政相談窓口に従事する職員に対して実務的な研修（ロールプレイング形式等）を行うことにより，資質向上を図る。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑭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）

臨時職員の雇用を行うことにより，消費者庁増設に伴う相談の増加などの業務増加に対応する。

上記に加え，高齢者・若年者をターゲットにしたパンフレット作成・配布を行うことにより，消費者教育・啓発の強化を図る。

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

なし

今後の消費者行政を効果的に進めるため，消費者基本計画を策定する。
建築士等の専門家による相談（相談員同席）を実施することにより，窓口の高度化を図る。また，相談員が専門家から困難事例の対応
方法のアドバイスを受けることにより資質の向上を図る。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円800                

年間研修総日数 人日

参加者数

実施形態

-      

人-      -      人

自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日数 -      人日

1      805                

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

-                

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 広島市 335             

-                ― -                

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） 3,802          

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） ― -                -                

-                

⑬消費者教育・啓発活性化事業

広島市，呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,府中市,三次市,
庄原市,大竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府
中町,海田町,熊野町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅
町,神石高原町

30,294         30,294         

―

相談室設置工事，相談業務関連備品・書籍等の購入

-                ―

相談室改修工事，相談業務関連備品・書籍等の購入

396             相談室設置工事，相談業務関連備品・書籍等の購入

-                

11,024         

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

2,580          

熊野町，坂町 396             

①消費生活センター機能強化事業（新設） 竹原市,庄原市 2,580          

広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道市,府中市,三次市,庄原市,大
竹市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,熊野
町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,神石高原町

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 広島市,呉市,三原市,尾道市,福山市,三次市,東広島市,廿日市市 11,024         

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,安芸太田町 7,097          

②消費生活センター機能強化事業（増設） ―

50               

広島市，三原市,福山市,庄原市,府中町 4,142          

―

三原市 200             200             食の安全に関する講演会開催

―-                

4,142          

-                

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応する相談員等の雇

50               町内関係機関（警察・保健所等）との連携

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充） ―

安芸太田町

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

国民生活センター・県等が実施する研修への参加支援

―

-                

―

啓発パンフレット等の作成，啓発講演会の開催

―

-                

相談室改修工事，相談業務関連備品・書籍等の購入

― -                -                ―

335             相談員等を対象とした研修会の開催

7,097          

―

3,802          



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

9      3,358              4,142              

-                

実施形態 自治体参加型 法人募集型

― -                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

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）

弁護士等の専門家による相談会の実施（相談員同席）

―

-      

6,584          

人

-      人日

66,504        

広島市,三原市,尾道市,福山市,大竹市,東広島市,北広島町 6,584          

66,504        

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                    

交付金相当分

791,499           606,934           

-

平成20年度 平成21年度

千円 561,161           474,158           

千円

千円 38,179             千円

千円

積増し相当分

-

474,158           千円 599,340           

千円 192,159           

13%

千円

87,003            千円

前年度差 チェック項目

-

6%

千円

-

125,182           

千円

-

千円

- 千円

-

-

-

35%

-

千円

-7,121            千円千円

千円

-

千円

千円

千円 184,565           

千円

-

-

59,383             

125,655           

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円 79,882            

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

- 千円 -                     

-

千円 104,683           

①都道府県の消費者行政予算

-

132,776           

132,776           

-

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

　うち基金（交付金相当分）対象外経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額 千円

-

104,683          

千円

38,179            

66,504            

606,934           千円 686,816           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

千円千円 66,504             

千円

千円 132                 

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -

千円

千円 132                

千円-



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

-                                     千円

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

うち委託先職員等の相談員

-                                     千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

平成20年度末

平成20年度末

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

実務的研修の新規実施，国民生活センター実施研修への旅費の支援

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 360,000                            千円

360,000                            

千円

104,683                            千円

千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分）

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分） 158,400                            

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 414,091                            

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

相談員数

相談員数

6        

平成21年度末予定

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

7        

相談員数

7        人6        相談員総数

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

人

374                                  千円

-                                     千円

-                                     千円

千円

千円

-                                     
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