
都道府県コード 320005

平成 年度24

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

10,763                        

21,903                        

1,831                          

12,649                        9,254                          

-                                -                                

5,354                          

810                            

-                                -                                

-                                -                                

①参加者総数 -              

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

42                              

管内全体の研修参加

42%

1,825                          

-                                

-                                

810                            

-                                

52,871                                                            

41,870                                                            

6,986                          

-                                

24,080                        

12,588                        

-                                

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

-              

③参加自治体

-              

（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 -

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数 -              

取崩し割合

②年間研修総日数

-                                

3,128                          

（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

-

事業名 都道府県

-                                

（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

（８）消費者教育・啓発活性化事業

合計市町村

1,322                          

2,226                          

1,867                          

210                            210                            

（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

管内市町村予算総額

都道府県予算

3,189                          

平成 24 年度 島根県 事業計画【総括表】

実施形態

基金取崩し額

8,817                          

52,871                        28,791                        

127,359                                                          消費者行政予算総額

85,489                                                            

合計

（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）

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

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

・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ＣＭ制作・放映
・新聞広報費
・消費者啓発のためのチラシを印刷、新聞折込、配布

1,831          

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 バス車内広告

1,322          

2,226          

賃金、通勤手当、社会保険料等共済費

9,484          

1,322                 

1,831                 

33,718        

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

2,226                 

12,649               12,649        

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、バス車内広告

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
・高齢消費者啓発のためのＴＶスポットＣＭ制作・放映
・新聞広報（緊急消費者被害注意情報）
・啓発チラシ作成・折込費

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）

・食品表示適正化強化事業：ＪＡＳ法（基準）の改正、米トレー
サビリティ法の施行等複雑化する食品表示制度について、法
制度等の啓発・指導
・情報セキュリティ･情報モラル啓発事業：パソコンや携帯電話
の購入に当たって、セキュリティ等の知識が伝達されるよう業
者指導及び消費者啓発

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
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）

28,791              

・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
・情報セキュリティ･情報モラル啓発事業：調査研究委
託料
・消費生活相談員専門資格取得者緊急育成事業：集
中育成事業委託料

5,701                 

・食品表示適正化強化事業
　事業者指導のための資料作成費、消費者向けのハ
ンドブック作成費、　執務参考用図書購入費
　職員の研修参加費用（旅費、研修費、教材費）
　研修会、事業者指導等に使用する備品購入
　事業者指導のための調査に要する旅費
・情報セキュリティ･情報モラル啓発事業
 デジタルコンテンツに関するトラブル事例集の作成費
等

5,062                 6,206          

・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
・消費者団体活動の充実に関する調査研究事業：県内の消費
者団体活動の充実強化の方策を検討するための調査研究事
業
・消費生活相談員専門資格取得者緊急育成事業：消費生活
に関する専門的人材を育成するための集中育成事業（ゼミ形
式で行う）





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

・電話機録音機能を拡大させることにより消費者相談の有効性を高め、電話機台、ワイヤレスヘッドセットを追加購入するなど相談員の執務環境の向
上を図る。デジタルカメラやTV録画機など機材･事務用機器の購入や執務参考用図書の購入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の作成・配布やバス車内広告(音声案内)により県民への消費者センター周知を図る。

（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。出前講座などで配布）
・悪質商法等消費者トラブルへの対処法など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。
・敬老週間に高齢消費者啓発のためのTVスポットCMを制作・放映
・緊急消費者被害注意情報を新聞広報し、広く県民に悪質商法等への注意を促す。
・悪質商法等消費者啓発のためのチラシを作成し、主要新聞へ折込み、配布
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

・食品表示適正化強化事業：ＪＡＳ法（基準）の改正、米トレーサビリティ法等の食品表示制度について、事業者等に指導・周知し、適正な食品表示を
図る。
・情報セキュリティ･情報モラル啓発事業：パソコンや携帯電話の購入に当たって、セキュリティ等の知識が伝達されるようトラブル事例集を作成し、業
者への指導及び消費者啓発を図る。

（強化）

（強化）

（既存）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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



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       1,831             

参加者数 実地研修受入人数

法人募集型

-      

-      

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

実施形態

-      人

・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40.5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
・消費者団体活動の充実に関する調査研究事業：県内の消費者団体活動の充実強化の方策を検討するため、調査研究事業を実施し、本県の消費
者団体活動の活性化を図る。
・消費生活相談員専門資格取得者緊急育成事業：消費生活に関する専門的人材を育成するため、集中育成事業（ゼミ形式で行う）を実施し、消費
生活相談員等の養成を図る。

自治体参加型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

人日

・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、消費者団体活動の充実に関する調査研究事業、消費生活相談員専門
資格取得者緊急育成事業：なし

-       

年間実地研修受入総日数 -      

2,015             

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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、隠岐の島町

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）
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）

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）

松江市、浜田市、出雲市、益田市、安来市、雲南市

210             

②消費生活センター機能強化事業（増設）

1,941          

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 江津市、隠岐の島町

810             

3,193          

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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、ｾﾝﾀｰ周知のための用品購入･情報
紙作成･ﾁﾗｼ配布等

1,867          

執務参考用図書購入、備品購入210             

3,128          
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）

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、チラシ・パンフレット・ス
テッカー等啓発用品の作成

810             食の安全安心講演会開催（委託料、会場使用料、広告料）

9,254          9,433          

出雲市、大田市、江津市 1,157          

13,074         
消費生活相談員の配置・増員・報酬単価の増額（報酬、費用
弁償、社会保険料）

6,986          

1,157          
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）

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

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）、子どもを電子メディアのトラブルから守る講習
会(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 668             

合計 30,486        24,080        

668             



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

10      6,986              

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）

6,747              

法人募集型

実地研修受入人数

人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

人

対象人員数
（報酬引上げ）

5       

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

6       



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）対象外経費 66,798             

①都道府県の消費者行政予算

28,791            

24,080            

積増し相当分 -                    

千円 41,870             

千円

45,906             

-                     

28,791             

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

交付金相当分 52,871            

千円

127,359           132,938           

前年度差

-1,543             

平成23年度 平成24年度

千円千円87,032             千円 85,489             

千円

千円 -5,191            

56,698             

千円

千円

千円

千円

8,557              千円

24,080             29,271             

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-10,100           千円

千円

千円

-                    千円

52,871            

83,433            千円 74,488            

千円

千円

千円

千円 17,790             -

千円

千円

1,155              

千円 -                     

千円

58%

千円

-4,036             

-                    

千円

-                    千円

-

千円

-

千円 -

千円

-

42%

-5,579            

3,366              千円

千円

チェック項目

-

34%

-

-

-8,945            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

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

20,234             

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

-

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 -                    

16,635             

49,505            



２－２．消費者行政予算について②

-                     人

うち都道府県 人

％

％57.51134464

33.67801705

-                     

-                     

千円

％

56,698             

17,790             

千円

41.51335987

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

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

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

-                     

74,488             

-                     

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）



２－３．消費者行政予算について③

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

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 平成23年度

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

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

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）対象経費

-                     -                     

-                     千円

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

-                     

-                     

千円

千円

千円

千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     

千円千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

①都道府県の消費者行政予算

-                     

千円

千円

千円

千円

-                     

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



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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-

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

相談員数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

平成23年度末

相談員の研修参加費用の支援を拡大する。

-                                     

千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） -                                     

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 52,856                              

相談員数

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

相談員数10       

10       

うち委託等の相談員

平成23年度末

②研修参加支援

③就労環境の向上

-                                     

①報酬の向上

-        平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定 人

相談員総数

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

15                                    

相談員数

10       

千円

人

千円

千円

千円

千円

平成24年度末予定

千円

-                                     

-                                     

10       

-        

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

-                                     

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

190,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

52,871                              千円
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