
都道府県コード 470007

平成 年度21

沖縄県 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

1,535                          

25%

98,874                                                            

9,133                          

1,535                          

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                                3,304                          3,304                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-

-                                

330                            

①参加者総数

②年間研修総日数

（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 -

（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

380                            -                                

-                                

88                              

1,190                          

1,517                          

（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

都道府県

350                            

平成

380                            

（７）食品表示・安全機能強化事業

350                            

315                            1,832                          

事業計画【総括表】21 年度 沖縄県

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

事業名

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 24,241                                                            

21,614                                                            

合計

24,241                        

-                                

15,108                        

-                                

1,250                          2,440                          

418                            

-                                

市町村

都道府県予算

13,982                        

消費者行政予算総額

77,260                                                            

合計

②年間研修総日数

-                                

-                                

10,338                        （８）消費者教育・啓発活性化事業 3,644                          

-                                

-                                -                                

-                                

（９）商品テスト強化事業

（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）

620             380                    

講師謝金、テキスト購入費

1,211                 

備品購入費（パソコン３台、モニター等）1,517                 

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）

6,478          ⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）
多重債務専門相談、相談マニュアル検討、休日相談会
開催等

合計 15,108               

基金（交付金相当
分）対象経費

備品購入費

10,338         10,338                講師謝金、印刷製本費、会場使用料、委託料

88               

139             

対象経費

委託料

事業経費

1,557          

報償費

1,724          

委託料、旅費、報償費

77                      

消費者啓発のためのＤＶＤ作成、パンフレット等の購入

事業名 事業の概要

機材・事務用機器の設置

⑦消費生活相談窓口高度化事業 88                      弁護士等の外部専門家活用

国民生活センター等主催の研修参加費用

事業者検査に係る旅費や検査に使用する備品等の購入

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

152             

39                      開催実績のなかったテーマの研修開催費用

1,458                 

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テスト用の分析機器等の購入

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）

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） 備品購入費、旅費

21,096        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

プロジェクターなし、パソコン５台

プロジェクター及びスクリーンの設置、パソコン３台増設、相談カード収納棚の追加購入

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

（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）機器類を新規購入し、商品テストに関する相談への対応体制を整える

（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）

（既存）

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）

過去に導入した機材等が老朽化しており、対応が困難になっている

金融商品や保険といったテーマの研修を開催し、知識の吸収を図る

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）

（既存）

（強化）

（強化）

消費者啓発用資料の自主制作なし

既存のもの以外に事例研究会を実施

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

庁外における事業者指導に関する機器等なし

⑦消費生活相談窓口高度化事業

国民生活センター等主催の研修へ８名程度派遣

弁護士を隔月１回

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

個別テーマ別の研修開催なし

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）
国民生活センター主催の研修に２名派遣（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）

啓発用資料等の作成

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）

機器類を新規購入し、事業者への立入検査等に備える

通常業務時間外での相談会なし、消費者行政に関する有識者との意見交換会議等なし

休日相談会や夜間相談会の実施、有識者を招聘しての意見交換会議を実施



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

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

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 那覇市、宜野湾市、沖縄市 3,644          3,644          

350             窓口の周知を図るチラシ作成、情報整理用パソコン購入浦添市 350             

②消費生活センター機能強化事業（増設）

315             

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）

那覇市、宜野湾市、沖縄市

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 沖縄市 315             

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）

消費者啓発講座等の開催に係る講師謝金、配布用資料購
入等

3,304          
業務量増大に対応するための、相談員の勤務日数拡大や相
談業務補助員の配置

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

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

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 那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市 6,483          

那覇市、沖縄市 330             330             
外部専門家（弁護士等）活用に関する講師謝金、講師旅費
等

1,190          1,190          相談員の県外研修への参加支援旅費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）

9,133          合計 12,312        

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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

6      2,486              3,304              

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人

人日年間研修総日数 人日 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



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

5,988              

交付金相当分

98,874            90,985            

-

前年度差

-8,708            千円

平成20年度 平成21年度

千円 62,152             70,860             

千円

-

積増し相当分

-

70,860             千円 77,260             

千円 21,614             

25%

千円

-7,644            千円

-

42%

千円 12,481             -

-

1,489               

千円

チェック項目

-

20%

-

-

千円 6,400               

千円

- 千円

-

千円 -

千円

- 千円

7,889              

千円

千円千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

90,985            千円 -16,352           

千円 15,108             千円

- 千円 -                     千円

-

-

20,125             

20,125             

-

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）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

24,241            

千円

15,108            

9,133              

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

①都道府県の消費者行政予算

74,633            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

24,241            

千円 千円

千円

千円千円 9,133               

千円-

千円 -                     千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円 -

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 -                    

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

24,012                              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

窓口高度化事業による専門的知識習得機会の拡充

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

11       

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）

県外研修への参加旅費等の支援

機器類の購入による業務効率化

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 148,173                            千円

148,173                            

千円

56,100                              

千円

24,241                              千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分） -                                     千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分）

-                                     千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 180,032                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 30,000                              千円

30,000                              

5,988                               

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

11       平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末予定

人

11       人11       相談員総数

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）
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