
都道府県コード 320005

平成 年度23

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）

↑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

5,166                          

-                                

6,063                          

1,811                          

①参加者総数 -              

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

37                              

管内全体の研修参加

37%

-                                

3,182                          

-

1,074                          

1,530                          

8,630                          10,412                        

-              

③参加自治体

-              

-                                

99                              

-                                -                                

-                                -                                

99                              

1,074                          

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数 -              

取崩し割合

-                                

47,713                                                            

45,467                                                            

10,094                        

②年間研修総日数

事業名

2,956                          

都道府県

（７）食品表示・安全機能強化事業 -                                

（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

-                                

（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

1,408                          

2,881                          

（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

-

-                                

事業計画【総括表】

合計市町村

4,364                          

平成 23 年度 島根県

①参加者総数

29,347                        

-                                -                                

3,636                          

19,042                        

消費者行政予算総額

85,005                                                            

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 11,905                        

47,713                        18,366                        

130,472                                                          

（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

-                                

都道府県予算

法人募集型

自治体参加型

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額



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消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

賃金、通勤手当、社会保険料等共済費

機材・事務用機器の設置費、執務参考用図書購入費、
センター周知用グッズ作成費

1,408          

2,881          
相談員、消費者行政担当者が消費者行政にかかる研
修に参加

9,948          

4,411          

対象経費

研修参加に必要な旅費、研修費、教材費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

2,881                 

1,811                 

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、
センター周知用グッズ作成

1,408                 

・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
・TVスポット再放送費用
・緊急被害者注意情報に係る新聞広報費用

8,630                 8,630          

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

・啓発ラジオ番組（ＡＭ）
・普及啓発用用品・資料作成
・TVスポット再放送
・緊急被害者注意情報に係る新聞広報

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

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

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業
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かかる経費

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

29,089        

・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
・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）

1,811          

18,366              

・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
・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）

642                   

・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）
　連絡会・説明会開催に要する旅費、会場使用料、資
料作成費
　事業者指導のための旅費、資料作成費、制度周知の
ための教材（パンフ等）作成費
　執務参考用図書購入

2,994                 



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（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）
（既存）
（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）

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等情報収集､消費者事故等収集整理等消費者行政従事者用ＰＣ購入、相談・法執行用備品購入（ﾃﾞｼﾞｶﾒ等）、相談用ｺｰﾄﾞﾚｽ電話購入、ﾊﾟ
ﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ、ﾜｲﾔﾚｽﾍｯﾄﾞｾｯﾄ､事務机・椅子購入､消費者ｾﾝﾀｰ紹介用ﾘｰﾌﾚｯﾄ･ﾏｸﾞﾈｯﾄｸﾘｯﾌﾟ作成、執務参考用図書の購入

・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。消費者ｾﾝﾀｰ紹介用ｸﾞｯ
ｽﾞﾞを作成・配布することにより県民への周知を図る。

（強化）

年１回程度の研修機会（既存）

（強化） 年３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。）

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）
（強化）

・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、資料作成（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TVスポット番組の再放送
・緊急的に悪質商法被害者注意情報を新聞広報する（年３回）
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。

・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

（強化）

（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）
なし

・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。

（強化）

（強化）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

・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、消費者被害防止を意図。専門相談員等資格取得を目指す者を育成。時間数を36時間に
拡大
・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
・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。

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存） なし

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

・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、食品表示指導者ﾌﾟﾛﾓｰﾄ事業：なし　　　



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

1       1,811             

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型

-      

-      

実施形態

-      人

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

-       

年間実地研修受入総日数 -      

2,023             

年間研修総日数 人日

1       

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）

研修参加・受入要望



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）

3,065          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 江津市

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

70              

松江市、浜田市、出雲市、安来市、雲南市

29              

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）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（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、隠岐の島町

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） 隠岐の島町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 松江市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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
松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、
安来市、江津市、雲南市、斐川町、隠岐の島町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

1,074          

3,220          

①消費生活センター機能強化事業（新設）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

執務参考用図書購入、出前相談・出前講座用車両購入
ｾﾝﾀｰ周知  用品購入･情報紙作成･ﾁﾗｼ配布

70              機材、事務用機器設置、執務参考用図書購入

2,956          

執務参考用図書購入29              

3,182          
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）

10,412        

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・用品の作成

1,074          

10,566        

出雲市、大田市、江津市 953             

12,601        
相談員・消費者行政担当者の配置・増員・報酬単価の増額
（報酬、費用弁償、社会保険料）

10,094        

953             
警察と連携した悪質商法防止事業（チラシ、ステッカー、の
ぼり等作成、研修会実施）

食の安全安心講演会開催（委託料、会場使用料、広告料）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
松江市、浜田市、出雲市、益田市、
安来市、江津市、雲南市、斐川町

577             

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

29,347        

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 32,155        

弁護士による法律相談（報償費）、多重債務担当者研修会
開催（講師謝金）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 松江市、安来市 577             



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数計 追加的総費用

11      10,094            

6,708             

人

法人募集型

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）

4       

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

7       



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

69,350             

千円 45,467             

千円

-                    

89,766             千円 85,005             

45,220             

交付金相当分 47,713            

千円

18,366            

29,347            

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

130,472           134,986           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

-4,761             

平成22年度 平成23年度

千円千円

-2,050            千円 18,366             千円

千円 -2,070            

66,639             

-                     千円 -                     

29,347             31,417             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

-2,711            千円

千円

千円

千円

千円

千円

-                    

千円

千円 16,120             -

千円

千円

2,317              

千円 -                     

千円

千円

65%

千円

247                 

-                    

千円

-                    千円

-

千円

千円

-

千円 -

千円

-

37%

-4,514            

-4,120            千円

千円

チェック項目

-

22%

-

-

-394               

-                     

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 83,153            千円 82,759            

千円

13,803             

51,833            

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

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

20,416             

47,713            

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

千円 -                    



２－２．消費者行政予算について②

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

-                     

-                     

うち管内市町村

％

％64.54571447

21.60578789

千円

％

66,639             

16,120             

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

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

うち管内市町村

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

-                     

82,759             

-                     

36.56953216



２－３．消費者行政予算について③

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-                     千円

千円

千円

千円

千円 -                     

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

-                     

-                     

-                     

平成20年度

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）対象の賃料、人件費等

平成23年度

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）対象外経費

千円

-                     

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

千円

千円 千円-                     

千円

千円千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     

-                     

うち基金（交付金相当分）対象外経費 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

-                     千円

千円

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

-

平成22年度末

-

３．基金の管理

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人平成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

④その他

処遇改善の取組

○

平成22年度末うち委託等の相談員

9        

-        

-                                     

千円

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

相談員の研修参加費用の支援を拡大する。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 100,189                            

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

-                                     

①報酬の向上

-        平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

9        

相談員数

10       

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

人

相談員総数

千円

47,713                              千円

千円

平成23年度末予定

千円

千円

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

54                                    

190,000                            設置当初の基金残高（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） 52,530                              

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

人

千円

-                                     千円

-                                     

10       


