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平成 年度23

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）

↑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

57,536                        

取崩し割合

3,296                          

①参加者総数

41                              

15,613                        

57,536                                                            

30,069                                                            

10,202                        

58                              

3,761                          

実施形態

基金取崩し額

-                                

171                            

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

41%

-                                

管内市町村予算総額

-                                

（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

-                                

191                            

-                                -

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

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

③参加自治体

2,866                          

33,410                        

139,577                                                          

1,586                          

-                                

（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

5,717                          

-                                

315                            

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,666                          

事業名 都道府県

124                            

4,051                          

730                            

3,296                          

法人募集型

6,627                          

- 730                            

平成 23 年度 沖縄県 事業計画【総括表】

16,122                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

24,126                        

58                              -                                

1,415                          

5,920                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

7,472                          

都道府県予算

23,085                        

消費者行政予算総額

109,508                                                          

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）

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）

需用費、備品購入費

57              

29,564        

58              

事業者指導に関する図書購入及び検査の実施

備品購入費、委託料

弁護士等の専門家を活用し、相談対応力向上を図る。

相談員や担当職員が参加する研修費用を支援する。

相談員や担当職員を対象とする研修を実施する。

報償費、旅費

2,209          

4,346          

放射性物質の測定器等を導入し、食品に関する検査を
実施する。

657                   

58                     

賃金

対象経費

旅費、テキスト費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,209                 

報償費、会場使用料、旅費

委託料、報償費、旅費、賃金

57                     需用費、旅費

1,358                 

備品購入費

事業の概要

老朽化した公用車を環境配慮型のものへ更新し、県内
各地で実施する啓発講座に活用する。
テレビ等のメディアを活用し、センターの広報周知を実
施する。

3,296                 

657             

191                   

3,296          

4,051                 

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

報償費、旅費、委託料、需用費15,613               15,613        

191             

消費者啓発に関する講座の実施や啓発用コンテンツの
作成を行う。

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テストに活用する備品等を購入する。

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

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）

5,920                 

64,979        

多重債務相談業務委託、提案公募型事業、消費者意
識調査の実施等

相談業務の委託及び相談業務補助員雇用 8,988          

33,410              



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）

商品テスト用の新規備品購入なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

商品テスト用の備品等の新規購入

夜間相談会等なし、提案公募型事業なし、その他消費者行政の活性化に資する独自事業なし

（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）消費者啓発用資料の自主制作なし。職員・相談員が講師となり高校にて啓発講座を実施

（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）

（既存）

消費者啓発用資料等の制作。職員・相談員に加え弁護士を講師として高校にて啓発講座を実施。消費者月間等でのパネル展強化

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

（強化）

（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）

事業名

弁護士会と連携して、相談事例への助言を得る

食品に関する放射線計測機なし

（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）

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）
事業者指導用の参考図書購入なし

（強化）

（既存）

（強化）

事業者指導用の参考図書購入

食品に関する放射線計測機の購入

県主催による相談員、担当職員向け研修会の実施なし

老朽化した公用車を使用して出前講座出張、センター広報を１ヶ月間実施

（強化）

国民生活センター主催の研修へ相談員２名派遣

夜間相談会、提案公募型事業、その他消費者行政の活性化に資する独自事業の実施

県主催による相談員、担当職員向け研修会の実施（10回程度）

環境配慮型の公用車へ更新し、出前講座等に活用。センター広報期間を拡充

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）多重債務に特化した相談員の配置なし

多重債務に特化した相談業務の委託
⑫一元的相談窓口緊急整備事業



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

2       5,920             

参加者数

人日

人

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

3,576             

年間研修総日数 人日

2       

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

492             

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 名護市、豊見城市 238             

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 那覇市、宜野湾市、沖縄市、名護市、浦添市、糸満市

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）

124             

3,761           那覇市、宜野湾市、沖縄市

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） 糸満市

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）

宜野湾市、沖縄市⑨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（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

那覇市、宜野湾市、沖縄市 1,666           1,666           

【那覇市】相談スペース確保のためのデスクセット等備品の
購入
【宜野湾市】相談室内の電話機（子機）導入
【沖縄市】執務参考図書類の購入

【名護市、豊見城市】相談窓口の広報238             

492             相談業務用機器（パソコン等）の購入

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

【那覇市、宜野湾市、沖縄市】国セン等、県外で実施される
研修への参加支援

124             
【宜野湾市、沖縄市】外部の専門家（弁護士、司法書士）を
活用して相談員の対応力向上を図る

3,761           

7,472           7,875           

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
那覇市、宜野湾市、沖縄市、名護市、浦添市、豊見
城市、糸満市

171             

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）

13,846         10,202         

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 171             

24,126        合計 28,173        



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

11      10,202            

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

7,308              

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）

1        

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

11      



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

70,543             

30,069             

千円44,173             -10,763           千円

24,126             

76,098             

-

5,555              千円

別表３ 基金の管理等

57,536            

千円

33,410            

24,126            

45,000            

交付金相当分 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

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

139,577           153,445           

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

平成22年度 平成23年度

千円114,716           千円 109,508           

33,410             千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

16,103             

22,626             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 5,943               

57,536            

千円

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

積増し相当分

-                    

千円

-

千円

-

千円 -

-

41%

80%

千円

千円

8,023              

-8,660             

-13,868           千円

-16,683           

143                

チェック項目

-

31%

-

-千円

前年度差

-5,208             千円

-11,128           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

93,169            千円 82,041            

千円149                

292                 

60,276            

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149                 

千円

38,729             

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 143                

千円

千円 292                

-2,740            千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 0 人

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

うち都道府県 人

41.22169125

千円

千円

％

5,943               

76,098             

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

82,041             

人

人

人

千円

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

千円

％

％80.23545845

30.50918654

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

-                     

0

-                     

-                     

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

76,098             

30,069             

5,943               

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

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

千円

千円33,410             

109,508           

千円

千円76,098             

平成20年度 平成23年度

千円109,508           

千円

30,069             

24,126             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 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）対象の賃料、人件費等 千円 10,222             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 10,222             

-                     千円

5,943               うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

139,577           

57,536             

139,577           千円

千円千円

千円82,041             

千円

千円82,041             

千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

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）

45,000                              

117,012                            

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

130,000                            設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

人

13       

平成23年度末予定

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 13       相談員総数

相談員数

相談員数

千円

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数13       相談員数

○

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

④その他

処遇改善の取組

○

千円

204,273                            

千円

62,978                              

３．基金の管理

57,536                              千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

-                                     千円

平成23年度末予定

千円

うち委託等の相談員

相談員数

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）

従前は２名程度しか参加支援ができなかったが、基金を活用して１人１回以上の支援が可能
になった
備品や執務参考図書の購入により、業務の効率向上が図られ、最新情報を活用することが可
能になった

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 120,514                            

72,012                              

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）

-                                     千円

千円

人

13       人


