
都道府県コード 340006

平成 年度23

広島県 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）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

①参加者総数

19                              

13,326                        

133,008                                                          

226,198                                                          

18,435                        

-                                

（３）消費生活相談員養成事業 -                                

実施形態

基金取崩し額

-                                

3,232                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 325                            

19%

-                                

取崩し割合

管内市町村予算総額

325                            

（７）食品表示・安全機能強化事業

300                            

都道府県予算

67,824                        

-                                

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

②年間研修総日数

133,008                      

（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

4,735                          

-                                

300                            

11,352                        

- 2,939                          

26,180                        

2,939                          

-                                

（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

-                                

市町村

4,495                          

事業名 都道府県 合計

240                            

自治体参加型

54,498                        

③参加自治体

4,408                          

42,165                        

711,602                                                          

（９）商品テスト強化事業

-                                

6,944                          

-                                

-                                -

平成 23 年度 広島県 事業計画【総括表】

①参加者総数

90,843                        

-                                -                                

16,121                        

7,745                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

法人募集型

19,353                        

消費者行政予算総額

485,404                                                          

合計

（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



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）

備品（カメラ，コピー機等）購入経費等

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）

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）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

委員報酬・費用弁償，専門家謝金・費用弁償等             325

          9,984

          6,137

―

事業者向けのシンポジウムの開催
事業者向け啓発冊子の作成
事業者指導の強化

                - ―

基金（交付金相当
分）対象経費

                       -

業者への研修実施委託経費
（講師謝金・旅費，会場費，教材作成費等）

                       -

専門家謝金・費用弁償
業者への講座実施委託経費（講師謝金・費用弁償，会
場費，教材作成費等）
各種事業に係る職員旅費

                 9,984

業者へのシンポジウム実施委託経費（講師謝金・旅費，
会場費，配布資料作成費等）
業者への啓発冊子作成委託経費
事業者指導に要する旅費，事業者指導嘱託員の研修
旅費

―

臨時職員・事業者指導専門嘱託員の報酬，費用弁償，
社会保険料

                 7,745

―

                       -

対象経費

―

―

―

                -

             240

―                       -

                   325

                 6,137

事業の概要

―

センター機能強化のための備品整備等

                       -

          4,408

                       -

                -

                   240

                       -

―

                -

42,165        

          7,745

42,165              

事業経費

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

                -

業者への啓発冊子・ＤＶＤ作成委託経費
業者への研修実施委託経費（講師謝金・旅費，会場
費，教材作成費等），ネットワーク構築のための会議費
（旅費，資料作成費等）
各種事業に係る職員旅費

               13,326        13,326

                -―

―

                -

若年者（大学生・新社会人）や高齢者を対象とした啓発
冊子・ＤＶＤの作成・配布
高齢者を見守る人（介護関係者・民生委員等）を対象に
した研修・ネットワークの構築

⑨消費者教育・啓発活性化事業

―

―

消費生活相談に従事する者のレベルアップを図るため
の研修の開催

                 4,408

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

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

苦情処理委員会の開催

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）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）
各分野の専門家による相談の実施
消費生活相談員養成講座の実施

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応するため臨
時職員の雇用
事業者指導強化のための専門嘱託員の雇用



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（研修開催）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

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）

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

（既存）啓発パンフレットの作成。講演会の開催。

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）
（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）

（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）

なし（既存）

上記に加え，若年者（大学生，新社会人）や高齢者を対象とした啓発冊子・ＤＶＤの作成・配布及び研修会開催，高齢者を見守る人
（介護関係者・民生委員等）に対する研修及びネットワークの構築等を行うことにより，消費者教育・啓発の強化を図る。

（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

（既存）

（既存）

相談窓口機能のさらなる強化のため，相談や事業者指導に必要な備品等の購入を行う。

建築士等の専門家による相談（相談員同席）を実施することにより，窓口の高度化を図る。また，相談員が専門家から困難事例の対応
方法のアドバイスを受けることにより資質の向上を図る。
県内自治体で消費生活相談員として働く意欲のある者に対して養成講座を開催する。

事業名

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）
（強化）

県及び市町の消費者相談窓口に従事する職員に対して実務的な研修（ロールプレイング形式等）を行うことにより，資質向上を図る。

（強化）

（既存）

（強化）

消費生活相談では解決が困難な消費者トラブルに関する案件に係る調停機関である苦情処理委員会を開催する。

事業者向けのシンポジウムを開催することにより，事業者に「消費者志向」の考えを浸透させる。
事業者指導専門嘱託員の資質向上を図るため，各種研修に参加させる。

県直営による各種法律研修（座学）

相談窓口機能強化のため，看板設置，研修室視聴覚設備設置，備品等の購入を行った。

（強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（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）

なし

なし

臨時職員の雇用を行うことにより，消費者庁創設に伴う相談の増加などの業務増加に対応する。
警察ＯＢを事業者指導専門嘱託員に雇用することにより，事業者指導強化を図る。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3       7,745             

参加者数

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

法人募集型

人

実施形態

人日

人

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

年間実地研修受入総日数

4,679             

年間研修総日数 人日

3       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



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）

4,495          

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                

-                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
府中市，大竹市，江田島市，府中町，海田町，熊
野町，坂町，安芸太田町，北広島町，神石高原町

2,944          

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市，
府中市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，廿
日市市，安芸高田市，江田島市，府中町，海田
町，熊野町，安芸太田町，北広島町，大崎上島
町，世羅町，神石高原町

-                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

三原市⑨消費生活相談窓口高度化事業

広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市，
庄原市，東広島市，廿日市市

福山市

相談業務関連備品・書籍等の購入

相談員等を対象とした研修会の開催

相談業務関連備品・書籍等の購入2,939          

-                

-                ―

概要

―

-                ―

-                

国民生活センター・県等が実施する研修への参加支援

―

-                

-                

―

―

300             弁護士アドバイザー業務委託

576             

6,368          6,529          

576             

300             

-                

-                

54,498        

-                

-                

-                

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

4,495          

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） -                

-                

-                

広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市，
府中市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，廿
日市市，安芸高田市，江田島市，府中町，海田
町，熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町，大崎
上島町，神石高原町

―

-                

―

啓発パンフレット等の作成，啓発講演会の開催

-                

消費者庁創設に伴い増大する業務に対応する相談員等の
雇用
あっせん等強化に伴う相談員報酬の単価増

55,135        

-                

広島市，竹原市，三原市，福山市，府中市，庄原
市，大竹市，東広島市，廿日市市，安芸高田市，
江田島市，府中町，熊野町，坂町

―

-                ―

―

-                

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）

20,076        18,435        

弁護士等の専門家による相談会の実施（相談員同席）⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
広島市，三原市，尾道市，福山市，大竹市，東広
島市，安芸太田町，北広島町，大崎上島町

3,242          

90,843        合計 93,297        

3,232          



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

30      18,435            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

人

人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

16      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人

15      11,983            



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

133,008           

578,594           

千円 -                    

千円

-                    

-64,781           

千円

-                     -                     

121,564           -79,399           千円

-                    千円

-

73,096            千円370,143           

226,198           

別表３ 基金の管理等

133,008          

千円

42,165            

90,843            

-                    

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

千円

千円

502,859           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 千円

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

①都道府県の消費者行政予算

90,843             

443,239           

平成22年度 平成23年度

千円491,707           千円 485,404           

42,165             千円

千円

千円

千円

千円

711,602           700,648           

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

千円

76,225             

132,716           

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 135,355           

積増し相当分

2,639              

-                    

14,618            

17,257             

10,954            

75,735            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

-

千円

-

千円 -

-

40%

チェック項目

-

9%

-

-千円

千円

千円

千円

千円 -

19%

千円

千円

前年度差

-6,303             千円

-                     

197,789           

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

千円-                     

千円

208,941           

うち基金（交付金相当分）取崩し額



２－２．消費者行政予算について②

％

％40.16083254

8.686578603

18.69134713

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

人

人

人

人

千円

千円

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

-                     

-                     

-                     

578,594           

千円

千円

％

135,355           

443,239           

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

人

うち都道府県



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費

42,165             

①都道府県の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

-30,919           

90,855             

12                   

②管内の市町村の消費者行政予算総額 千円

千円

135,343           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

11,246             

千円

千円443,239           

千円485,404           

千円

226,198           

90,843             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 -                     

うち基金（交付金相当分）対象外経費 609,501           千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

609,501           千円

135,355           うち基金（交付金相当分）対象外経費 135,343           千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

711,602           

133,008           

102,101           千円

千円千円

千円

千円

千円

平成20年度 平成23年度 増減額

千円

千円

千円

千円-30,907           

千円

千円578,594           

474,158           千円

474,158           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

6        

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     

-                                     

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

相談員数

相談員数

6        

人

人

相談員数

千円

千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

6        

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数うち委託等の相談員

①報酬の向上

人

人平成23年度末予定

千円

千円

④その他

処遇改善の取組

○

千円

518,400                            

千円

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

133,008                            

平成23年度末予定

-                                     千円

平成23年度末予定

97,903                              

３．基金の管理

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センター等が開催する研修への参加支援

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 230,562                            

6        相談員総数

-                                     

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

349                                  


