
都道府県コード 470007

平成 年度24

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

49,202                        

消費者行政予算総額

181,974                                                          

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 17,301                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

8,006                          

6,511                          

法人募集型

自治体参加型

12,333                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成 24 年度 沖縄県

4,491                          

-                                

4,705                          

4,116                          

265                            

-                                

5,199                          9,315                          

- 298                            

（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

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,096                          

事業名 都道府県

124                            

3,395                          

298                            

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

①参加者総数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                

（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

-                                

141                            

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

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 -                                

39%

4,705                          

①参加者総数

39                              

36,869                        

93,754                                                            

57,149                                                            

63,743                        

239,123                                                          

8,177                          

10,790                        

-                                

93,754                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

30,011                        

-                                



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）

63,743              合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 6,511                 

130,630      

消費者行政に関する意識調査や消費者ホットラインの
広報等を実施する

県民生活センターに多重債務相談に特化した相談員を
２名配置する

9,579          

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）

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

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ｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

46,034        

141             

消費者啓発に関する講座の実施や被害事例の広報等
を実施する

食の安全安心に関する検査業務や啓発講座を実施す
る

事業の概要

センターの相談機能を強化するための備品を購入
窓口周知に関する広報を実施

4,705                 

1,136          

141                   

4,705          

3,395                 

旅費、需用費、役務費、委託料

51                     需用費、備品購入費

7,955                 

対象経費

旅費、需用費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,980                 

報償費、費用弁償、使用料1,136                 

委託料

報償費、費用弁償、需用費、役務費、使用料、委託料36,869               

委託料、備品購入費

弁護士等専門家を活用して、相談案件への助言を求め
る

国セン等で実施される研修等へ相談員や担当職員を派
遣する

弁護士会や司法書士会と連携して、相談員や市町村職
員を対象とした講座等を実施する

報償費、費用弁償

3,380          

4,045          

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

報償費、費用弁償、需用費、役務費、使用料

151             

61,459        

事業者指導業務の強化に関する備品、図書を購入する

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）
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ジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

八重山分室の執務室移転に伴うパーティションの設置、県民生活センターの周知に関する広報

県主催による相談員、担当職員向けの研修会の実施なし

県民生活センターの周知に関する広報なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センター等の研修への相談員派遣（概ね２回）

事業名

弁護士会と連携して、隔月１回、相談事例への助言を受ける

（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）

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）

（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）

国民生活センター等の研修への相談員・担当職員の派遣（概ね１５回）

弁護士による相談員への助言実施なし

（強化）

県主催による相談員、担当職員向けの研修会の実施

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）

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）消費者啓発用の自主制作なし。

（強化）

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）



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
（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）

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

人人

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

2       6,511             

参加者数



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）

（那覇市）「消費生活カレッジ」及び「フォローアップ講座」の
実施
（宜野湾市）消費者啓発講座の実施及び啓発用チラシの作
成・配布を実施
（浦添市）全世帯へ啓発用チラシを配布する
（名護市）啓発用の冊子を購入・配布する
（糸満市）全世帯へ啓発用リーフレットを配布する
（沖縄市）啓発用冊子を購入し、来庁者へ配布する

12,706         12,333         

5,199          

（那覇市）国セン等の研修へ相談員等を派遣する
（宜野湾市）国セン等の研修へ相談員等を派遣する
（浦添市）国セン等の研修へ相談員等を派遣する
（糸満市）国セン等の研修へ相談員等を派遣する
（沖縄市）国セン等の研修へ相談員を派遣する

124             
（宜野湾市）弁護士、司法書士等との勉強会を実施する
（沖縄市）専門家を活用し、相談員への助言をもらう

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

（名護市）窓口の広報用チラシを作成・配布する
（糸満市）仕切り用カーテンを購入し、相談者のプライバシー
保護を強化する

298             

那覇市、宜野湾市、沖縄市 1,096          1,096          

（那覇市）相談カード等を保管するキャビネットやシュレッダー
を購入する
（宜野湾市）相談業務強化のための事務用品を購入する
（沖縄市）執務参考図書を購入する

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、浦添市、糸満市、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）

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

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             

5,199          

298             

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、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市

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） 名護市、糸満市



30,011        合計 39,139        

（糸満市）弁護士、司法書士による消費生活相談を実施する⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 糸満市 171             

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

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）

19,545         10,790         

（那覇市）相談補助員（１名）の雇用
（宜野湾市）相談窓口の開設日を週３日から週５日に拡充す
る
（浦添市）相談員（１名）を窓口に配置（週３日）する
（名護市）窓口の開設日を週１日から週２日へ拡充する
（糸満市）相談員の勤務時間を拡充する
（沖縄市）相談員を１名新規雇用するとともに、既存の相談員
の勤務時間を拡充する
（豊見城市）相談窓口を月１日開設する
（北谷町）相談窓口を週１日開設する

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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
（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

11      

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

6,968              

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

対象人員数計 追加的総費用

11      11,190            



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

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 -159               

千円

千円 133                

65,828            

133                 

27,926            

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292                 

千円

29,771             

千円

千円

140,844           千円 145,369           

千円292                

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

-159               

千円

チェック項目

-

35%

-

-

千円

5,885              

27,378             

70,353            千円

21,493            -

千円

-

千円 -

-

39%

53%

千円

千円

積増し相当分

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 27,138             

93,754            

千円

千円

千円

千円

千円

24,126             

5,645               

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

平成23年度 平成24年度

千円138,999           千円 181,974           

63,743             千円

千円

前年度差

42,975             千円

239,123           168,770           

千円

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

93,754            

千円

63,743            

30,011            

千円

千円

-

68,876            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

30,011             

118,231           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

135,199           

57,149             

千円3,800               

千円 千円

千円

-16,968           千円

-                    

59,943            

千円 千円4,525              

-



２－２．消費者行政予算について②

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

うち都道府県

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

千円

千円

％

％52.51360479

35.02863046

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

145,369           

人

人

人

千円

39.20743718

千円

千円

％

27,138             

118,231           

うち管内市町村 人

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

-                     

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



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 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145,369           

千円

千円

千円

239,123           

93,754             

239,123           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

27,138             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）対象外経費 -                     千円 千円145,369           

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 千円

57,149             

30,011             

平成20年度 平成24年度

千円181,974           

63,743             

181,974           

千円

千円

千円

118,231           

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

千円

千円

118,231           

57,149             

27,138             



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

人

9        人

-                                     

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1                                     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）

9        相談員総数

相談員数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修参加回数を概ね年２回から15回程度へ増やす

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 93,753                              

①報酬の向上

平成24年度末予定

千円

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

千円

93,754                              

-                                     

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

千円

204,273                            

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23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

千円

平成23年度末

具体的内容

平成23年度末 平成24年度末予定 相談員数9        相談員数 人

人

9        

平成24年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

相談員総数

相談員数

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

68,876                              

68,876                              

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

130,000                            

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）
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