
都道府県コード 320005

平成 年度22

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

①参加者総数

法人募集型

10,387                        

合計

実施形態

基金取崩し額 59,154                                                            

都道府県予算

59,154                        

330                            

3,264                          

9,017                          

管内市町村予算総額

消費者行政予算総額

-                                

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

-                                

25,969                        

3,000                          

1,748                          9,126                          

平成

事業名

22 年度 島根県

都道府県

4,964                          

市町村

-                                

-                                -                                

3,511                          5,011                          

270                            270                            

合計

事業計画【総括表】

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

330                            

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,700                          

管内全体の研修参加

40%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

②年間研修総日数

-

（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

（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

-                                

1,500                          

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

990                            

1,370                          

146,951                                                          

-

33,185                        

-                                -                                

14,324                        

10,874                        

45,916                                                            

3,990                          

-                                

23,328                        

101,035                                                          

-                                -                                

9,004                          



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）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

・啓発TVスポット番組、啓発ラジオ番組（AM）にか
かる費用
・啓発用用品・資料作成、印刷費
・啓発用ビデオ(VHS DVD)購入費

                 9,004

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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

          1,700

                 1,748

                 3,000

・啓発ＴＶスポット番組、啓発ラジオ番組(AM)
・普及啓発用用品・資料作成購入
・啓発用ビデオ購入

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）
・米トレーサビリティー法普及啓発事業：法施行に向け、
法制度等の啓発・指導

                 4,418         27,359

          9,004

          3,000

                 1,500
相談員、消費者行政担当者が研修に参加するするため
に必要な旅費、研修費、教材費

基金（交付金相当
分）対象経費

                 1,700
機材・事務用機器の設置費、執務参考用図書購
入費

          1,500

賃金、通勤手当、社会保険料等共済費

・講師謝金・旅費、会場使用料、教材作成・購入
費、周知費用
・地域消費者団体への消費者問題啓発委託費

研修参加に必要な旅費、研修費、教材費

          1,748
消費者事故等情報の収集、整理その他消費者行政事務
に従事する職員の配置に係る経費

事業の概要

機材・事務用機器の設置、執務参考用図書の購入

対象経費事業経費

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

・食の安全に関するフォーラムの開催
・消費者に対する食品表示・安全に関する啓発を地域の
消費者団体に委託

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）

事業名

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）

                 4,599

・消費者リーダー育成事業：ＮＰＯ法人への委託料
・多重債務特別相談事業：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
・地域消費者団体活性化事業：講師謝金、講師費用弁
償、会場使用料、研修会参加費用
・食品表示指導者プロモート事業：研修会開催経費の
1/2（講師謝金、費用弁償、会場使用料、資料作成費
等）

・消費者リーダー育成事業：住民に身近な地域で相談に応ず
ることができる人材の育成のための研修会。従来よりも事業を
拡大する部分につき、基金事業で対応。
・多重債務特別相談事業：多重債務の解決等に向けた無料相
談会
・地域消費者団体活性化事業：地域で消費者被害の未然防止
にあたる団体の活性化及びネットワークの構築を図るため、研
修会・交流会を開催するとともに全国規模の研修会等に参加
・食品表示指導者プロモート事業：食品衛生指導員に食品教
示に関する研修を実施し、指導員による食品表示に関する事
業者への広報及び周知の強化（県健康保健部と共催）

・米トレーサビリティー法普及啓発事業：
　職員の研修参加費用（旅費、研修費、教材費）
　研修会・説明会開催に要する旅費、会場使用料、資
料作成費、　事業者等指導のための旅費、資料作成費
　制度周知のためのパンフレット等作成費
　執務参考用図書購入、事務用機器（PC）購入、啓発・
指導に要する移動に使用するための車輌購入費

          6,146

合計 25,969               50,457        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

・消費者ﾘｰﾀﾞｰ育成事業：地域で相談にあたり得る者を育成し、消費者被害の防止を図る。消費生活専門相談員等資格取得を目指す者を育成。
・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
・地域消費者団体活性化事業：地域で消費者被害の未然防止にあたる団体の活性化及びりﾈｯﾄﾜｰｸの構築を図り、消費者被害の防止に資する。
・食品表示指導者プロモート事業：食品衛生指導員を通じて事業者に食品表示に関する広報・周知をすることにより、食品表示の適正化を図る。

（強化） ・米トレーサビリティー法普及啓発事業：産地情報の伝達等法の内容を事業者等に周知し、円滑な法執行を図る。

・消費者ﾘｰﾀﾞｰ育成事業：3Ｈ×6回＝18時間で実施　・多重債務特別相談、地域消費者団体活性化事業、食品表示指導者ﾌﾟﾛﾓｰﾄ事業：なし

（強化）

なし

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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（既存）

消費者事故等情報の収集整理、その他増大する各種消費者行政事務に携わる職員（地方公務員法第22条第２項規定の臨時的任用職員）を任用

⑩商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（既存）

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

事業名

なし

（強化）
（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（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）
（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

（強化）

（強化）

（強化）

・インターネット等情報収集用ＰＣ購入、相談・法執行用備品購入（デジカメ等）、消費者センター紹介用リーフレット作成、執務参考用図書の購入（既存）

（既存）

・食の安全に関するフォーラムを開催し、食品表示・安全分野に係る消費者啓発を強化。
・地域に存在する消費者団体に、食品表示・安全分野に係る啓発活動を委託することにより、きめ細やかな啓発活動を図る。

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

・啓発ＴＶスポット番組：なし　　　・啓発ラジオ番組：ＦＭラジオ番組を実施　　　・普及啓発用用品の作成実績：なし
・啓発ビデオ購入：予算不足のため、ごく最小限のビデオ等を購入　　　・消費者団体への委託：なし

・消費者事故等データバンク用ＰＣ購入、機材・事務用機器の購入、執務参考用図書の購入を行うことにより、消費者センターの機能全般の強化を図
る。

（既存）

年１回程度の研修機会

（強化）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

・啓発ＴＶスポット番組
・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
・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）
・特商法等の法律、悪質商法等の内容を記載したリーフレット（パンフレット）を作成し、啓発を図る。
・啓発用ビデオ（VHS  DVD）購入
以上の取組により、消費者に対する啓発活動を進め、消費者被害発生の防止を図る。

（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）

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）



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

人

自治体参加型 法人募集型

人日

参加者数

実施形態

研修参加・受入要望

年間実地研修受入総日数

1      1,748              

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

2,046              

人

年間研修総日数

実地研修受入人数

人日



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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

浜田市、出雲市、益田市、安来市、江津市、雲南
市、斐川町

860             出雲市、大田市、江津市 860             

9,641          9,126          

33,185        

松江市、安来市 510             

33,710        

510             弁護士による法律相談

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来
市、江津市、雲南市、東出雲町、斐川町

14,334        

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） 3,511          

⑬消費者教育・啓発活性化事業

相談員・消費者行政担当者の配置・増員（報酬、費用弁償、
社会保険料）

食品表示・安全分野に係る講演会の開催（委託料、広告
料、会場使用料）

14,324        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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、出前講座用機器購入・
出前講座開催、広報紙掲載・配布、市広報紙へ掲載、チラ
シ・パンフレット・ステッカー・回覧板の作成

警察と連携した悪徳商法防止事業（ポスター、チラシ、ステッ
カー、のぼり等作成。研修会の実施）

松江市 990             

270             雲南市 270             

990             

3,511          

消費者行政担当者が行う相談において、弁護士等の指導を
受ける。弁護士、司法書士謝金

相談員及び消費者行政担当者の研修参加費用（旅費、研
修費、研修教材費）

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

相談窓口事務用備品の設置

2,184          

330             

②消費生活センター機能強化事業（増設）

2,184          

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 東出雲町

事務用機器購入、空調設備設置、執務参考用図書購入、セ
ンター周知用品の購入

事務用機器購入、執務参考用図書購入、センター周知（チ
ラシ配布、CATVによる広報、看板、横断幕等）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 益田市、安来市、雲南市 1,080          1,080          

330             

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 松江市、浜田市、出雲市

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）

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来
市、江津市、雲南市、東出雲町、斐川町

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）



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

人

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

実施形態 自治体参加型

人日

人

人日

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

法人募集型

7      6,873             9,381             

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用



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

40%千円

千円

千円 -

-87,797            24,303            

千円

千円 -                    

59,154            19,518            

33,185             

12,731             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

45,916             

千円

千円

千円

75,066             

7,266              

6,965               千円

43,821            

-301               

千円 -                    

千円

千円

13,032             

千円 -                     

千円

千円

千円

-千円

チェック項目

-

26%

-

-

前年度差

24,604            千円

-

-

千円

千円

千円

39,636            

146,951           

千円

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    -                    

103,130           

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 63,494            千円

千円12,252            

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

38,951             

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 -                     

25,919             

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）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成21年度

13,717             

①都道府県の消費者行政予算

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

交付金相当分 59,154            

千円

25,969            

33,185            

積増し相当分

平成22年度

25,969             

64,179             

-                     千円

千円

101,035           

-                     

千円 36,856             

-                    千円

千円

-

72%千円

千円

千円

50,462             



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

人9        

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

59,154                              

平成21年度末の基金残高（積増し相当分） -                                     

千円

109                                  

相談員総数

千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成21年度末

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 91,692                              千円

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

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修員研修参加費用の支援を拡大する。

千円

うち委託等の相談員

平成21年度末

平成21年度末

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

190,000                            

平成21年度末の基金残高（交付金相当分）

④その他

平成21年度末

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

処遇改善の取組

150,737                            

○

-                                     

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

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年度末予定9        

-                                     

具体的内容

人相談員数

9        

平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

相談員数平成22年度末予定

人9        平成22年度末予定

３．基金の管理
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