
都道府県コード 320005

平成 年度21

島根県 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

4,913                          

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                                3,261                          3,261                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 3,917                          

105,854                                                          

25,919                        

管内市町村予算総額 38,951                                                            

①参加者総数

②年間研修総日数

-

-

基金取崩し額 39,636                                                            

37%

実施形態

（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

-                                

-                                

1,780                          

765                            

（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

- 3,688                          

-                                

平成

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

3,688                          

4,205                          4,970                          （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 島根県

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

-

-②年間研修総日数

合計

39,636                        

-                                

13,717                        

-                                

1,652                          3,432                          

-                                -                                

-

996                            

-                                

7,383                          

-                                

900                            900                            

-                                

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

18,472                        

消費者行政予算総額

66,903                                                            

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業 11,089                        

（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）

1,652                

機材・事務用機器の設置、執務参考用図書の購入
消費者センター窓口紹介：リーフレット、PR広告

765                   

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） 多重債務特別相談 3,917          

合計 13,717              

3,917                

啓発ラジオ番組   出前講座用備品購入   啓発用用品
作成
啓発用パネル作成　　啓発用ビデオ購入
法改正、多重債務・ヤミ金相談窓口の周知

7,383          7,383                

・啓発ラジオ番組：ＡＭラジオ番組
・出前講座用備品：ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾊﾟﾜｰ
ﾎﾟｲﾝﾄｿﾌﾄ等
・啓発用用品作成
・啓発用パネル作成
・啓発用ビデオ（VHS  DVD）購入
・啓発用ＴＶスポット
・特商法等改正周知用リーフレット印刷費
・多重債務・ヤミ金相談窓口周知チラシ印刷費

対象経費

相談員が研修に参加するために必要な旅費、研修
費、教材費

事業経費

765            

基金（交付金相当
分）対象経費

多重債務特別相談：弁護士・司法書士報償費、旅費、
会場使用料、相談会周知広報費

⑦消費生活相談窓口高度化事業

相談員が研修に参加するために必要な旅費、研修費、
教材費

1,652          

事業名 事業の概要

機材・事務用機器の設置、執務参考用図書購入
消費者センター窓口紹介

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

13,717       



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

・相談員用のパソコン配備なし。　　・定期購入の雑誌等のみを購入。　　　・消費者センターＰＲ広告、センター紹介用リーフレットなし。

・相談員がインターネットに接続し、情報を入手できるためのパソコンを配備
・相談業務に資する参考図書を購入する。（従来から購入している雑誌等は除く）
・島根県消費者センターをＰＲする広告を掲載、紹介用リーフレットを作成し、センターの周知度を向上させる。

（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）

・啓発ラジオ番組：ＦＭラジオ番組を実施
・出前講座の備品として、プレゼンテーション用備品なし
・啓発用用品の作成実績　なし
・ここ数年間、パネルの新規作成がなく、新しい分野の消費者問題に関するパネルが不存在
・予算不足のため、ごく最小限のビデオ等を購入
・金融広報委員会の補助金を活用した、金融関連の消費者問題に関するＣＭのみ実施
・法改正のリーフレット　　なし
・多重債務・ヤミ金に対する相談窓口の周知　　なし

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

・各相談員とも年１回程度の研修機会（既存）

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

・各相談員に年２回以上の研修機会を確保するよう支援。（増加分につき、基金で対応。）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（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）

・啓発ラジオ番組（ＡＭラジオ番組）　　主婦、高齢者等に多く聞かれているＡＭラジオを活用して啓発事業を実施
・出前講座用備品（ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ、ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄｿﾌﾄ等）
・啓発用用品作成（消費者被害防止を呼びかけるメッセージ及び相談窓口を印刷し、用品を作成。街頭、中山間地を中心とした世帯
に配布）
・啓発用パネル作成（新しい消費者問題に関するパネルを作成）
・啓発用ビデオ（VHS  DVD）購入
・啓発用ＴＶスポット番組
・特商法等の法改正の内容を記載したリーフレットを作成し、改正特商法等の周知を図る。
・多重債務・ヤミ金に対する相談窓口を周知し、多重債務等の解決をサポートする。

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

・多重債務特別相談：弁護士、司法書士による出張相談。消費者センター職員が同席し、相談内容等をとりまとめ。ＰＩＯ－ＮＥＴに入力



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）

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）
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津
市、雲南市、斐川町

⑬消費者教育・啓発活性化事業
松江市、浜田市、出雲市、安来市、江津市、雲南
市、東出雲町、斐川町

11,089        11,089        

事務用機器の設置、執務参考用図書購入、ｾﾝﾀｰ周知経費

3,623          
事務所の設置
機材・事務用機器の設置、執務参考図書購入、
窓口の新設に関する住民への周知に係る経費

大田市、江津市、東出雲町、斐川町 3,623          

事務用機器設置、執務参考用図書購入、窓口周知経費65              

②消費生活センター機能強化事業（増設）

2,301          

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

1,904          相談室の設置、事務用機器の設置、執務参考図書購入①消費生活センター機能強化事業（新設） 浜田市、雲南市 1,904          

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 松江市、出雲市 2,301          

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 安来市 65              

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

出雲市、大田市、江津市 921             

浜田市、安来市、江津市、雲南市 3,261          

松江市 900             900             講演会の開催

3,261          
消費者行政担当者（非常勤職員、地方公務員法第22条第5
項の臨時的任用職員）の配置・増員

921             警察と連携した悪徳商法防止事業。ポスター、チラシ等作成

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）

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）

1,780          1,780          旅費、研修費、研修教材費

市民大学・消費者講座、消費者見守りメール、小冊子、パン
フレット作成・配布、講演会・研修会、広報紙掲載・配布、啓
発用グッズ作成、市広報紙へ掲載、ポスター・チラシ・パンフ
レット・看板、ステッカー、回覧板の作成

75              
弁護士による法律相談

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 松江市 75              

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

25,919        合計 25,919        



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

2,844             3,261             

法人募集型

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型

研修参加・受入要望

参加者数 人 人

人日年間研修総日数 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

105,854           65,662            

-

前年度差

-48                千円

平成20年度 平成21年度

千円 53,186             53,234             

千円

-

積増し相当分

-

53,234             千円 66,903             

千円 38,951             

37%

千円

604                千円

千円

-

67%

千円 13,032             -

-

26,523             

千円

チェック項目

-

21%

-

-

千円 13,669             

千円

千円 -

-

千円 -

千円

- 千円

40,192            

千円

-

千円千円

-

③都道府県全体の消費者行政予算総額

66,218            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 556                65,662            千円

千円 13,717             

- 千円 -                     

-

12,428             

12,428             

-

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

39,636            

千円

13,717            

25,919            

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

千円

千円

千円千円 25,919             

千円

千円 -                     

千円 39,636            

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

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分） -                                     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）

相談員研修参加費用の支援を拡大する。

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 150,000                            千円

150,000                            

-                                     千円

39,636                              千円

千円-                                     

-                                     千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 110,738                            千円

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

-                                     千円

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

-        平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

相談員数

相談員数

9        

-        

9        

平成21年度末予定

-        人

9        人9        相談員総数

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

374                                  千円

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）
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