
都道府県コード 470007

平成 年度22

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

10,305                        

38,729                                                            

-                                

-                                

44,357                        

109,204                                                          

-                                -                                

3,102                          

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（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

-                                

-                                

自治体参加型

（７）食品表示・安全機能強化事業

-                                

147,933                                                          

-

16,103                        

②年間研修総日数

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（８）消費者教育・啓発活性化事業 41,255                        

（９）商品テスト強化事業

③参加自治体

市町村

事業計画【総括表】

合計

-                                

-

-                                -                                

1,700                          1,700                          

178                            625                            447                            

2,334                          

2,353                          

5,561                          

2,371                          18                              

3,227                          

-                                

平成

事業名

22 年度 沖縄県

都道府県

（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

（３）消費生活相談員養成事業

①参加者総数

-                                

51,231                        

-                                

1,534                          8,771                          

2,415                          2,415                          

-                                

-                                

都道府県予算

消費者行政予算総額

合計

管内全体の研修参加

46%取崩し割合

67,334                        

②年間研修総日数

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 67,334                                                            

①参加者総数

法人募集型

③実地研修受入自治体



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）

事業名

3,440          

対象経費

旅費、委託料

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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）

事業経費

2,353          

事業の概要
基金（交付金相当

分）対象経費

備品購入費

1,534                 

2,353                 

消費者啓発に係る講座や講演会等の開催、各種広報事
業

41,275         

3,227                 

事務用機器の購入

県外で開催される研修等への参加支援

447                    1,047          

賃金

需用費、備品購入費

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） 事業者指導に活用する参考図書、事務用機器の購入

PIO-NETの情報収集・分析担当者の配置 1,534          

9,167          ⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

336             

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

多重債務専門相談業務の委託、市町村職員研修等

⑨消費者教育・啓発活性化事業

報償費、旅費

⑩商品テスト強化事業

報償費、旅費、需用費、委託料41,255                

相談案件に対し、弁護士等から助言を受ける

報償費、旅費、需用費、委託料

100                    

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

51,231               59,152        合計

2,315                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

（強化）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（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）

（既存）

⑤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）

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

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

（強化）

（既存）

（既存）消費者啓発用資料の自主作成なし

（強化）

（強化）

鍵付き書棚・書類保管庫の購入

（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

鍵付き書棚・書類保管庫なし

（既存）

（既存）

（既存）

事業名

弁護士等を週１回活用に加え、メインセンター以外の分室でも活用

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

国民生活センター主催の研修へ２名派遣（既存）

国民生活センター主催の研修やその他県内外で行われる研修へ、相談員・職員合わせて１５名を派遣

弁護士を隔月１回活用

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

PIO-NETの情報収集・分析専任担当者の配置

啓発用資料等の作成、啓発講座等の開催回数増

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

事業者指導用事務機等の購入なし

PIO-NETの情報収集・分析専任担当者なし

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）
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）

事業者指導用参考図書・機器類の購入

多重債務専門相談業務なし、相談マニュアルなし、休日相談会等なし

多重債務専門相談業務、相談マニュアル作成、休日相談会・出前相談会等の開催



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1      1,534              

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1,764              

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人人

人日

実施形態

研修参加・受入要望

年間研修総日数

参加者数 実地研修受入人数

人日

自治体参加型



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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

豊見城市

那覇市、沖縄市、宜野湾市、浦添市

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 沖縄市 178             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

178             

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

機材・事務用機器の購入

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）

1,700          

2,334          

概要

1,700          窓口開設に伴う室内工事費、窓口周知に係る経費

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

相談員や担当行政職員の研修参加経費

18              
高度な相談内容に対応するため専門家からアドバイスを得
る

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

「消費者カレッジ・かしこい消費者塾」開催（那覇市）、「出前
講座」「講演会」等の開催（沖縄市）、「講演会」開催（宜野湾
市）、「市内全世帯への啓発用チラシ配布」（浦添市）、「市民
への相談窓口広報の強化」（名護市）

相談補助員（１名）の増（那覇市）、週４日×３名体制へ拡充
（沖縄市）、相談窓口を週５日へ拡充（宜野湾市）、専門相談
員を新たに配置（浦添市）、消費生活相談窓口設置に伴い
相談員を新たに配置（豊見城市）、窓口を週２日へ拡充（名
護市）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

18              

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 3,475          那覇市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市

10,984        那覇市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、豊見 8,771          

3,102          

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）

2,334          

那覇市

⑯一元的相談窓口緊急整備事業



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11    5,961             8,771             

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人日

実地研修受入人数

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）

16,103        18,689        

研修参加・受入要望

参加者数

合計

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

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

①都道府県の消費者行政予算 100,131           

51,231             16,883             

9,133               

38,499             

260                 千円-                     

7,921              

平成21年度

交付金相当分 67,334            

千円

51,231            

16,103            

積増し相当分

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円 109,204           

千円

千円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 千円 16,103             

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

26,016            

138,630           

平成22年度

千円

147,933           

前年度差

-25,275           千円

千円 9,073               

260                千円

千円

千円 260                

千円

-                    -

千円

-千円

千円

9,303              

-6,740            

-

46%千円

-

-

千円

千円

-

42%

チェック項目

-

47%

-

-

千円

千円

千円

34,348            

6,970              

230                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

67,334            

千円

千円 57,973             

千円

38,729             

千円

千円

千円

-                     千円

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

83,248             

112,614           千円 80,599            -32,015           

41,318            

29,366             22,626             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

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）取崩し額

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 260                



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

３．基金の管理

人

13       

平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

平成22年度末予定

平成21年度末

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

人相談員数 相談員数13       平成22年度末予定

機器類購入による業務効率化

相談員数

○ 県外研修への参加旅費の支援

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

うち委託等の相談員 平成21年度末

平成21年度末

○

千円

千円

消費生活相談員の配置

相談員数

24,012                              

平成21年度末 相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

設置当初の基金残高（交付金相当分）

③就労環境の向上

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

204,273                            

④その他

処遇改善の取組

○

67,334                              

①報酬の向上

②研修参加支援

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

178,257                            

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 110,923                            

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分）

13       相談員総数

7,921                               千円

千円

平成22年度末予定13       

-                                     

16,091                              

-                                     千円

千円

千円

人

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

千円
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