
平成 年度25

山口県 事業計画

都道府県コード 350001



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）

-                         

事業計画【総括表】平成 25 年度 山口県

28,497                 

事業名

-                                

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                

5,092                          

5,431                          5,431                   

49,278                 

-                                

8,562                          

2,850                   

-                                

-                         

91,148                                                           

5,092                   -                                

91,148                 31,911                        

177,908                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

59,237                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

都道府県予算

消費者行政予算総額

74,888                                                            

-                                

合計

19,935                        

2,850                          

管内市町村予算総額

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

28,779                        20,499                        

103,020                                                          

４.消費生活相談体制整備事業

基金取崩し額

↑常勤化、定員増反映後

↑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

取崩し割合

,

③参加自治体

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

51%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

①参加者総数

②年間研修総日数

51                       

2,327                                                             

50                       

基金取崩 額

50%



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）

対象経費事業の概要
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

別表１ 都道府県実施事業分

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

8,562         

31,911合計

2,850           

8,562           

消費生活相談員（市町巡回担当）として配置

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

2,850         

31,911

20,499        20,499         

①食品のリスクを学ぶセミナー等の開催に係る講師謝金・旅
費、会場費、資料作成費等や食品表示責任者養成委託に係る
経費等
②コールセンター設置運営委託費、教育教材作成費等

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

①食品衛生関連課における食の安心に係るセミナー
や食品表示の適正化
②警察における振り込め詐欺対策として、コールセン
ターを設置し、電話指導を実施

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）
消費生活相談員人件費、巡回指導に係る旅費、専門家への報
償費等

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

31,911      合計 31,911       



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

（既存）

（強 ）

事業名

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災 県 み

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）
（強化）

（強化）

（既存）

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）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災 県 み

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。

成 度 象

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （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。

なし

平成24年度をもって減員予定であった県の消費生活相談員１名を、新たに市町支援担当として位置づけ、巡回指導等により市町のスキ
ルアップを支援する。
イベント（消費者月間記念大会など）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。
上記に加え、食品衛生関連課や県警と連携することにより、食の安心・安全や振り込め詐欺対策など特定の分野においてより効果的な
施策を実施する。

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
（既存）

（強化）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

（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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載。）

人 人時間／年 人 人時間／年

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）

1      1,581           6,291             

年間研修総日数 人日 人日

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

参加者数

研修参加・受入要望

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

4       

実地研修受入人数

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2,850           1      4       8,562            

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（報酬引上げ）



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）

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

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

26,592 19,935

5,523           

相談員の報酬、通勤手当、社会保険料

相談員研修参加費5,092           

-                

-                

-                -                

-                

-                

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

-                

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

消費生活関連専門図書の購入費、備品購入、路線バス
の車内アナウンスによるセンター周知、CM作成放送費、
広告掲載料、インターネット使用料、直通電話料金、電動
機付き自転車（備品購入費）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
宇部市、下松市、岩国市、光市、長門市、周南市、山陽
小野田市、上関町、阿武町

4,584           4,417           

顧問弁護士報酬
宇部市、山口市、下松市、岩国市、周南市、山陽小野
田市

1,014           1,194           ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

合計 68,232        59,237        

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

柳井市、山陽小野田市

先駆的プログラム
・体系だった消費者教育の展開
・悪質事業者の撃退
～の実施

28,012         26,452         

2,327           2,327           

市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市
26,592        

地元情報誌への広告や地元ラジオ局へのCMによる情報
提供、ラッピングバスによる注意喚起、全世帯への啓発
用ステッカーの配布、高齢者等の見守り支援者ヘ専用
ファイルの配布、消費生活リーダー等による地域講習会
用プロジェクター等の購入、消費者啓発イベントの開催、
イベント等で配布する啓発グッズの購入、啓発用パンフ
レット(印刷製本費）、講演会の実施（講師謝金）、ノロウイ
ルス検査体制の整備

19,935       相談員の報酬、通勤手当、社会保険料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

下関市、宇部市、萩市、下松市、長門市、柳井市、周南
市、山陽小野田市、周防大島町、田布施町、阿武町

⑧消費生活相談体制整備事業



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．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

17      

人

法人募集型実施形態 自治体参加型

人日

対象人員数

人日

16,405            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

17      20,145            

対象人員数
（報酬引上げ）

3       



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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

千円 -

千円 43%

うち先駆的事業対象

うち基金（交付金相当分）対象経費

チェック項目

-

43%

163,421           千円 74,888             

千円

積増し相当分

千円

120,727           31,911             千円

前年度差

-88,533           

平成24年度 平成25年度

千円

-88,816          千円

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 91,148            

千円

31,911            

59,237            

①都道府県の消費者行政予算

-

0 千円 -

千円 -

2,327 千円 55%

-

(2,327) 千円 -

0 千円 -

2,327 千円 50%

-

(2,327) 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

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 -                   千円

246,743          

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

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

千円

91,148            

-155,653         

-                   

86,818            千円 86,760            -58                うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-

-

-

千円 -

千円

-                   

-

-

-341              

千円

千円 103,020           

51%

58%

-155,595         

千円

-                   千円

-千円

-66,779          

-67,120           

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

283                千円

千円

千円

170,140           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

333,561          

126,016           

42,977             42,694             千円

43,783             44,124             

千円

千円

59,237             

177,908          



２－２．消費者行政予算について②

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

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

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25年度末時点）

千円

-                    

-                    

-                    

86,760             

42,977             

-                    

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） -                    人

うち都道府県 人

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

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

51                  

千円

％

％

％58                  

43                  

43,783             

50                  ％

43                  ％

55                  ％



２－３．消費者行政予算について③

42,977             うち基金（交付金相当分）対象外経費 49,418             千円

①都道府県の消費者行政予算 49,418             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

82,362             千円

千円

千円

千円

32,944             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

177,908           

91,148             

95,546             

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

103,020           

59,237             

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

25,470             

平成20年度 平成25年度

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

千円

千円

74,888             

31,911             

千円

千円

43,783             うち基金（交付金相当分）対象外経費 32,944             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

-6,441             

70,076             

10,839             千円

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 82,362             千円 千円86,760             4,398              



４ 都道府県の消費生活相談員の配置について

平成25年度の基金積立額（交付金相当分） 2,327                               千円

930                                 千円

千円

-                                    千円

-                                    

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

142                                 千円

千円

531,612                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 89,609                             

91,148                             千円

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

３．基金の管理

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

人

9        

9        9        相談員総数

相談員数

相談員数

9        

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組

平成24年度末うち委託等の相談員

平成24年度末

平成24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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末


