
都道府県コード 340006

平成 年度24

広島県 事業計画（変更）



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

自治体参加型

都道府県予算

61,842                        

消費者行政予算総額

462,648                                                          

①参加者総数

413,984                      

13,628                        

136,194                                                          

223,830                                                          

18,295                        

-                               

実施形態

基金取崩し額

1,600                          

4,041                          

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

20%

-                               

管内市町村予算総額

-                               -                               

14,436                        

6,782                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

48,214                        

取崩し割合

48,664                        

686,478                                                          

18,477                        

325                            

7,288                          

136,194                      

11,600                        

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

（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

6,992                          

-                               

300                            

-                               

（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

-                               

-                               

-                               -

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

3,487                          

- 806                            

平成 24 年度 広島県 事業計画【総括表】

合計市町村

6,986                          

事業名 都道府県

6                               

806                            

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

法人募集型

10,775                        

25,077                        

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

87,530                        

（７）食品表示・安全機能強化事業

300                            

10,000                        

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体



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）

             325

           8,539

           5,897

―

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）

                -

           7,538

                       -

                    325

                 3,487

委員報酬・旅費，専門家謝金・旅費等

―

臨時職員・事業者指導専門嘱託員の報酬・社会保険
料

                 6,782

講演･意見交換会の開催及び広報啓発

対象経費

―

―

事業経費

                - ―

基金（交付金相当
分）対象経費

                       -

研修実施委託費（講師謝金・旅費，会場費，教材作成
費等）

                       -

相談員用パソコン接続費

                -

                6

―                       -

専門家謝金・費用弁償
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

                 8,539

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

                 5,897

49,420        

消費者・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

事業の概要

―

センター機能強化のための情報機器整備

                10,000

           3,487

                       -

         10,000

                       6

                       -

―

―

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

食の安全･安心に係る消費者啓発強化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

                -

【若年者】啓発冊子等作成委託費，講座講師謝金・旅
費，タウン情報誌掲載費
【高齢者】研修実施委託費（講師謝金・旅費，会場費，
教材作成費等）
出前講座等に使用する機器等の購入費
各種事業に係る職員旅費

                13,628         13,628

                -―

―

                -

若年者（大学生・新社会人）や高齢者を対象とした啓発
冊子の配布，講座開催，タウン情報誌への掲載等
高齢者を見守る人（介護関係者・民生委員等）を対象に
した研修の実施
機動的な啓発活動を行うための器機整備

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

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

48,664               



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）

なし（既存）

上記に加え，若年者（大学生，新社会人）を対象とした啓発冊子の作成・配布及び出前講座の実施，高齢者を見守る人（介護関係者・
民生委員等）に対する研修等を行うこと等により，消費者教育・啓発の強化を図る。

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

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）

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

（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。

消費者問題と事業者コンプライアンスをテーマとしたシンポジウムを開催し，消費者と事業者の相互理解を促進する。
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。

ユッケによる食中毒の発生や原発事故に伴う食品の放射能汚染を端緒とした食品に対する消費者の不安の高まりに対し，講演会，意
見交換会及び広報啓発を通じて食品の安全に対する正しい知識の普及を図る。

県直営による各種法律研修（座学）

相談員が使用するパソコンは庁内ＬＡＮに接続されたものであり,サイトの閲覧規制があった。

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

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。

ネットによる消費者被害のケース等に対応するため,相談員用に庁内ＬＡＮを介さないパソコンを整備する。

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）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

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。



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       7,538              

参加者数

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

4,667              

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）

人日

人

自治体参加型



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）

6,626           

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）

260             

-                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
江田島市，府中町，熊野町，坂町，安芸太田町，北
広島町

550             

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，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） 大竹市

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）

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，
府中市，庄原市，東広島市，廿日市市，北広島町

福山市

書籍，備品購入費等

講師謝金

書籍購入,窓口周知用のチラシ作成・配布，相談室の器機整546             

-                

260             書籍等の購入，幹線バスのバス停広告料

概要

相談機能の充実

-                ―

360             

研修旅費，研修負担金

―

-                

-                

―

―

300             弁護士アドバイザー委託料

576             

6,712           6,817           

576             

300             

-                

-                

48,214         

-                

-                

1,600           

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

6,626           

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） 神石高原町 360             

-                

竹原市，三原市 1,600           

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，神石高原町

―

-                

―

啓発資料の作成，購入費等

三原市 205             

賃金，報酬

48,588         

-                

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，神石高原町

―

205             弁護士謝金（啓発活動補助）

食品の安全・安心に係る消費者啓発事業

-                

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）

29,201         18,295         

審議会経費，基本計画作成費，弁護士・司法書士に対する
謝金等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
広島市，尾道市，福山市，大竹市，東広島市，安芸
太田町，北広島町

3,839           

87,530        合計 98,922        

3,836           



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

32      21,637            

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）

18      

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

19      14,207            



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

136,194          

550,284          

千円 -537               

千円

-                    

6,483              

千円41,453             7,211              千円

-                    千円

-

67,950            千円346,034           

223,830           

別表３ 基金の管理等

136,194           

千円

48,664            

87,530            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

千円

千円

千円

482,345          千円

537                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

平成23年度 平成24年度

千円387,487           千円 462,648           

48,664             千円

千円

千円

千円

千円87,530             

413,984           

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 136,300           

686,478          612,056          

積増し相当分

-11                

千円

-537               

-728               

-739                

74,422            

67,939            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

88,258             

136,311           

うち基金（交付金相当分）対象経費

-

千円

-

千円 -

-

39%

チェック項目

-

11%

-

-千円

千円

千円

千円

千円 -

20%

千円

前年度差

75,161             千円

129,711          

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537                 

千円

224,569           

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

②管内の市町村の消費者行政予算総額



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

人

人

人

千円

千円

％19.83952872

136,300           

413,984           

-                     

-                     

うち管内市町村

うち管内市町村

人

千円

-                     

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点）

うち都道府県

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

うち都道府県

千円

千円

千円

550,284           

-                     

うち管内市町村

うち管内市町村

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

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

うち都道府県 10.51858 ％

うち管内市町村 39.10557119 ％



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象経費

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

千円 223,830           

413,984           

462,648           千円

千円48,664             

千円 413,984           

平成20年度 平成24年度 増減額

-                     千円 462,648           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

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 223,830           

千円

87,530             うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象の賃料、人件費等

③都道府県全体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136,300           

千円

千円 136,300           千円

-                     千円 686,478           千円686,478           

千円

千円

千円136,194           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 550,284           千円 550,284           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

設置当初の基金残高（交付金相当分）

8,686                               

327                                  

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額

136,194                            

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成23年度末 平成24年度末予定 相談員総数-        相談員総数

相談員数 人

うち定数外の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成23年度末

人-        

-                                     千円

千円

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

518,400                            

千円

千円

千円

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分） 千円

千円

千円

３．基金の管理

設置当初の基金残高（積増し相当分）

具体的内容

平成23年度末の基金残高（交付金相当分）

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

137,553                            

7,000                               

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分） 千円

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分） -                                     千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 平成23年度末 相談員数 平成24年度末予定

③就労環境の向上

④その他

相談員数 平成24年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修への参加支援

①報酬の向上
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