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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）

↑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

35                              

14,237                        

85,559                                                            

81,907                                                            

15,380                        

-                                

-                                

51%

-                                

-                                

-                                -

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

（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

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

-                                

取崩し割合

管内市町村予算総額

①参加者総数

③参加自治体

実施形態

基金取崩し額

-                                

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（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

（７）食品表示・安全機能強化事業

10,242                        

42,706                        

-                                

10,125                        

24,487                        

927                            

2,436                          

（２）消費生活相談スタートアップ事業

10,031                        

-                                

1,524                          

市町村

10,031                        

事業名 都道府県

4,645                          

168,619                                                          

1,524                          

都道府県予算

24,362                        

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

11,476                        

9,107                          

85,559                        

（５）消費生活相談窓口高度化事業

平成 23 年度 山口県 事業計画【総括表】

法人募集型

12,403                        

消費者行政予算総額

86,712                                                            

合計

自治体参加型

②年間研修総日数

42,853                        

合計

（９）商品テスト強化事業

-                                

74                              

2,436                          

-                                

- 74                              

5,597                          

（１）消費生活センター機能強化事業



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）

1,765          

警察及び防犯ボランティアとの連携を図り、特に高齢者
宅へ個別訪問し、啓発用シール等を配布

9,711          

県消費生活センター相談員等の研修派遣

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

3,822          

1,775                 

グッズ代（啓発用シール）など

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）

9,107                 

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

9,711                 

対象経費

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
基金（交付金相当
分）対象経費

3,822                 

研修開催に必要な講師謝金、講師旅費、会場借料、資
料作成経費

専門的知識を有する者を活用するために必要な謝金、
旅費

1,765                 

事業の概要

2,436                 

1,775          

2,436          食品表示・安全分野にかかる消費者への啓発強化

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

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、マスメディアを利用した啓
発広報に係る経費

14,237               14,237        
消費者リーダー等による啓発、マスメディアを活用した啓
発

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

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）

42,853        

消費契約等法律相談窓口の設置

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

9,107          

42,853              



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）

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

（強化）

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

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）

（強化）

（既存）

上記をさらに回数を増やすなど充実させ、マスメディアを活用し、消費者問題の啓発広報を行い、県民の消費者意識の高揚を図る。

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。

（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）

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。

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）

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

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。

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

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。

（強化）

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）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

上記に加え、警察及び防犯ボランティアとの連携を図り、特に高齢者宅へ個別訪問し、啓発用シール等を配布する。

（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）
（強化）

（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。
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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。

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）



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

4       9,107             

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

年間実地研修受入総日数

6,291             

年間研修総日数 人日

4       

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）

実施形態

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

人



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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 美祢市、上関町、阿武町 74               

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
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、
岩国市、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市、
周防大島町、田布施町、平生町、阿武町

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）

3,068           

5,315           
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、柳井市、美祢市、周南市、
山陽小野田市、田布施町、阿武町

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）

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）

下関市、宇部市、山口市、下松市、岩国市、周南
市、

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談室整備、参考図書の購入等

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） 山陽小野田市 776             770             

下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国
市、光市、周南市、

9,323           9,261           参考図書の購入、センター周知広告など

参考図書の購入など74               

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

相談員研修参加経費など

1,524           法律相談の強化など

4,645           

112             講師謝金

10,125         啓発チラシ、グッズの作成などｄ

周南市 112             

相談員等の報酬

11,110         

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、光市、長
門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、

815             

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）

19,197         15,380         

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） 防府市、岩国市、山陽小野田市、 1,067           

42,706        合計 50,042        



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

17      15,380            

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

14,703            

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）

2        

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

17      



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

44,577             

81,907             

千円

千円 -

千円

42,706             

43,859             

-                    

85,559            

千円

42,853            

42,706            

57,306             

①都道府県の消費者行政予算

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

交付金相当分

168,619           166,260           

-14,453           千円 42,853             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

うち基金（交付金相当分）対象経費

前年度差

-15,171           

平成22年度 平成23年度

千円101,883           千円 86,712             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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

27,065             

千円 39,201             

85,559            

千円

37,312             

積増し相当分

-

51%

52%

千円

千円

千円

15,641            

17,530             

千円

-

千円

-

千円 -

2,359              千円

1,889              

チェック項目

-

49%

-

-

-                    

-718               

1,171              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

81,889            千円 83,060            

千円-                    

84,371            

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

64,377             

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 -                    

千円

千円 -                    

1,188              千円



２－２．消費者行政予算について②

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 14                   人

うち都道府県 14 人

うち管内市町村 人

-                     

159,510           

人

人

人

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

千円

千円

34.9122084

千円

千円

％

39,201             

120,309           

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

％

％52.13962177

26.2640811

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

11                   

11

76,450             

76,450             

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

43,859             

81,907             

39,201             

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42,853             

86,712             

千円

千円43,859             

平成20年度 平成23年度

千円86,712             

千円

81,907             

42,706             

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 -                     

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

-                     千円

39,201             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

168,619           

85,559             

168,619           千円

千円千円

千円83,060             

千円

千円83,060             

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

３．基金の管理

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）

人平成23年度末予定9        

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 人

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

相談員数

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

④その他

処遇改善の取組

○

千円

450,000                            

322,294                            千円

85,559                              千円

千円

407,526                            

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）

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。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分）

①報酬の向上

平成23年度末予定

千円

うち委託等の相談員

千円

平成23年度末予定 9        相談員総数

相談員数

相談員数

9        

-                                     

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）

327                                  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）

人

9        人


