
都道府県コード 350001

平成 年度22

山口県 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）消費者教育・啓発活性化事業 9,300                         

8,950                         6,850                         

-                               

8,894                         

-                               

-                               1,279                         

-                               

18,194                        

650          ②年間研修総日数

合計

81,005                        

-                               

55,763                        

1,279                         

3,976                         6,607                         

3,251                         

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

13            

事業計画【総括表】22 年度 山口県

事業名 市町村都道府県

平成

3,481                         18,759                        （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

15,278                        

（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

-

12,703                        

46                              

-                               12,703                        

1,765                         

2,631                         

4,366                         

46                              

1,486                         

-

15,800                        

2,918                         

①参加者総数

管内市町村予算総額 66,140                                                           

実施形態

31%

264,094                                                         

1,448                         

（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

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（11）一元化相談窓口緊急整備事業

消費者行政予算総額

合計 25,242                        

②年間研修総日数

基金取崩し額 81,005                                                           

197,954                                                         

下関市・宇部市・長門市・阿東町・山口県



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）

２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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

年間実地研修受入総日数 180  人日

4      8,950             

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

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

9      人

自治体参加型 法人募集型

（既存）

（強化）

（既存）

人

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）

県民生活課に事務補助員を1名配置し、食の安心相談員を県内3箇所（保健所）に各1名配置する。

上記をさらに回数を増やすなど充実させ、「訪問販売お断りシール」を作成し配布する。

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

上記の研修参加に加え、より専門的で高度な内容の研修に参加する。

解決困難事例を対象に、月１回、法律相談を実施してきた。

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

これまでは、消費生活相談担当者研修会（年２回）を実施してきた。

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）

上記研修会に加え、より専門的で高度な内容の研修を実施する。

これまでは、消費生活相談担当者全員が、少なくとも年１回、国民生活センター主催の研修に参加してきた。

55,763       

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

各イベント（消費者月間記念大会・高齢者被害防止フォーラムなど）により、地域の見守り役となる福祉関係者等を対象に、消費者被害防止のための講演会などを開催し
てきた。

上記に加え、多重債務者問題対策に関連して、福祉関係者を対象に研修を実施し、さらなる連携強化を図る。

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

25⑬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）

多重債務者問題対策ネットワーク研修

2,713

25

県消費生活センター相談員等への研修実施・県消費生活センター相
談員による市町へのスキルアップ指導・多重債務スキルアップ研修

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

相談員養成研修の実施

事業名 事業の概要

センター位置及び駐車場誘導用看板の設置、プライバ
シーに配慮した相談環境の整備、消費生活に関する学
習の場の提供

1,279

⑦消費生活相談窓口高度化事業 1,765消費契約等法律相談窓口の設置

県消費生活センター相談員等の研修派遣

（既存）

専門的知識を有する者を活用するために必要な講師
謝金、講師旅費

1,263

食品表示・安全分野にかかる消費者への啓発強化

人材バンク構築のための、通信費・資料作成費及び、
市町から推薦のあった消費者リーダーに関する旅費等

1,279

消費者リーダー広域研修・消費者リーダー等による啓発・県消費生活
センターによる被害防止等啓発広報・（消費者リーダー向け）相談員養
成研修

8,950                 

1,765

2,713

対象経費

実務的研修の開催に必要な講師謝金、講師旅費、会
場借料、教材作成・購入、その他管理に係る経費

相談員が消費者行政に係る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

15,278        

12,703        

基金（交付金相当
分）対象経費

県民生活課に事務補助員を各１名配置する経費（報酬・共済費）及び食品に関する相談・通報を

一元的に受け付け、相談への対応及び通報に即応した効果的な事業者指導を行うため、県下３地

域の保健所に相談員各１名を配置する経費（報酬・共済費・費用弁償）

8,894 8,894
研修開催に係る講師謝金・旅費・資材作成費・会場借料、啓
発に係る謝金・旅費・資材作成費、啓発広報に係る資材作成
費・役務費、相談員養成研修に係る旅費・負担金

研修開催に係る講師謝金・旅費・資材作成費・会場借
料

事務補助員（１名）の新規配置・食の安心相談員（３名）
の新規配置

8,950          

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応する人材の配置が不十分であった。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活センター職員・消費者リーダ（山口県が養成した地域の消費者活動のリーダ）が講師となり、出前講座を実施してきた。

上記に加え、解決困難事例を対象に、月４回～５回（毎週木曜日）法律相談を実施する。

食の安心・安全推進条例の施行（H21年４月）を機に、食品表示や食品の安全性に関する啓発資材を作成し、消費者向け研修会において活用するとともに、消費生活センターでの展示・配布を行
うなど、関係機関が連携して、幅広い消費者に対する正しい知識と理解の推進を図る。

（既存）

（既存）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）
人材バンクの構築及び運用、市町推薦者（消費者リー
ダー）の研修派遣

2,893          

55,763              

2,893                 

合計

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

各保健所で食品衛生等に関する普及啓発を行ってきた。

（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）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（強化）

（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

（強化）

参加者数

実施形態

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）

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）

保健所と消費生活センターが連携し、それぞれのノウ
ハウを生かした消費者教育をおこなうための開催費
用、啓発資料作成

研修の開催に必要な講師謝金、講師旅費、会場借
料、会議費、教材作成・購入に係る経費

1,263

案内看板の設置、道路側高木の剪定、個室の整備、既存研
修室の改修、電話機拡充、関連書籍の購入

15,278                

12,703                

6,264             

相談員の意見を参考に、執務参考資料を購入し、消費生活相談に活用し、消費生活相談員の資質向上を図る。相談環境の整備充実を

年間研修総日数 人日

県民に開かれたセンターを目指すため、センター位置及び誘導用看板、研修室の充実などハード面の強化を図る。

これまでは、あらたな人材養成・確保の取組を行っていなかった。

初級及び中級課程を設定し消費生活相談員の人材養成・確保のため、新たに養成事業を実施する。



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）

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

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法律専門家への派遣など⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
山口市、萩市、防府市、岩国市、山陽小野田市、阿
武町

25,242       合計

46              

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 4      

1,448          

人

180  人日

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

参考図書の購入など

下関市、宇部市、山口市、下松市、岩国市、周南市 3,030          1,486          法律相談の強化など

3,518          相談員研修参加経費など

1,952          

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）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

32,716       

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 萩市、下松市、光市、周南市、山陽小野田市 10,131        

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
下関市、山口市、萩市、防府市、岩国市、長門市、
周南市、山陽小野田市、周防大島町、田布施町、平
生町、阿武町

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

啓発チラシ、グッズの作成など

6,850          相談員等の報酬

10,465        9,300          

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光
市、長門市、美祢市、周南市、山陽小野田市、田布施町

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、
周南市

3,543          

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 美祢市、山陽小野田市 77              

②消費生活センター機能強化事業（増設）

3,481          

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

参考図書の購入、センター周知広告など

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） 2,631          

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

概要

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

6      8,442             10,131            



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

36,493             

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

千円 -                    -                    

84,866            

40,898             

81,005            

千円

千円

千円

41,751            

4,405              千円

-3,861            千円

-                    千円

千円

千円

千円

45,612            183,089           

③都道府県全体の消費者行政予算総額 千円

千円

-3,556            

千円

千円

-                    

-

千円

-

千円

千円

千円

-

-

31%

-

千円

-

38%

千円

41,207            

849                 

-

千円

千円

-                    千円

197,954           

-                     

-千円

25,242             

66,140             

千円

千円

137,477           千円

平成22年度

千円 142,191           100,984           

千円 55,763             

千円

157,052           

千円

千円

264,094           222,343           

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

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

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

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

交付金相当分 81,005            

千円

千円

千円

千円

―

55,763            

25,242            

積増し相当分

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成21年度

-                     

千円

千円

28,798             

65,291             

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

56,068             

チェック項目

-

28%

①都道府県の消費者行政予算

前年度差

40,902             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

-305               



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

ー 千円

千円

-                                     

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

ー

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 242,601                            

-                                     

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

③就労環境の向上

消費生活相談員の配置

平成21年度に引き続き消費生活相談員がレベルアップを図るために必要な研修を県が主催
することや、他団体が主催する研修に積極的に参加できるよう支援を行う。

うち委託等の相談員

9        相談員総数

相談員数

相談員数

9        

②研修参加支援

千円

千円

千円

千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成21年度末

相談員数 平成22年度末予定

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 322,982                            

①報酬の向上

千円

9        

平成22年度末予定

平成22年度末予定

624                                  

千円

450,000                            

81,005                              

④その他

処遇改善の取組

○

設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

具体的内容

相談員数 相談員数

平成22年度末予定

人

３．基金の管理

平成21年度末

人

人相談員数

人

平成21年度末

平成21年度末

相談員総数 9        
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