
都道府県コード 460001

平成 年度22

鹿児島県 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）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

-                                

（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

（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

①参加者総数

法人募集型

8,704                          

合計

5,558                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 178,258                                                          

都道府県予算

消費者行政予算総額

合計

178,258                      

-                                

106,105                      

903                            

5,339                          

-                                19,833                        

4,869                          

11,018                        

平成

事業名

22 年度 鹿児島県

都道府県

82,941                        

市町村

-                                

-                                -                                

10,555                        15,894                        

439                            -                                

事業計画【総括表】

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

4,869                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

71,923                        

管内全体の研修参加

48%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

②年間研修総日数

-

（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

439                            

（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

（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

50                              

3,146                          

370,806                                                          

-

72,153                        

-                                -                                

22,682                        

19,833                        

142,997                                                          

953                            

-                                

44,625                        

227,809                                                          

-                                -                                

21,943                        



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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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

事業者指導強化のため事務用機器購入，リフォーム工
事等調査

106,105             173,368      

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

71,923                139,186       

757             

合計

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

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）

1,254                 

消費者被害防止のための啓発 21,943         

4,085                 

903                    講習会開催 903             講師謝金旅費，チラシ作成

テレビ・新聞等による広報・啓発，パンフレット作成，ビ
デオソフト購入，講座への講師派遣

21,943                

消費生活センター移転先購入費用，機材・事務用機器
購入，執務参考図書等購入

弁護士等に対する謝金439             

講師派遣旅費1,254          

439                    

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

4,085          

対象経費

研修参加旅費，研修資料代

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業の概要

消費生活センターの移転，機材・事務用機器購入等によ
る消費生活センター機能強化

弁護士等専門家と消費生活相談員による相談の実施

相談員等の研修参加支援

県内各地で市町村職員を対象とした消費者行政研修会開催

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

4,801                 委託料，謝金，公用車購入費

757                    事務用機器購入，工事調査手数料

4,801          
市町村相談員等から弁護士に電話相談する体制を構
築，弁護士等と相談員による巡回相談，公用車購入



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）事業者指導強化のため，事務用機器購入，リフォーム工事等の調査

なし

市町村相談員等から弁護士に電話相談する体制の構築，弁護士等と相談員による市町村巡回相談，事業者指導強化・関係機関等の
連携強化等消費者行政の強化のため公用車購入

（強化）

なし

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

ﾃﾚﾋﾞCM・新聞広告等による啓発，対象者別に啓発用パンフレットを作成，展示・貸出用パネル作成，講座への講師派遣，講演会開催等

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

食品表示・安全に係る講習会開催

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（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）

消費生活センター相談員・職員の研修参加機会の増加，大島消費生活相談所相談員・職員の研修参加，生活・文化課職員の研修参加機会の増加

月２回弁護士に消費生活ｾﾝﾀｰに来てもらい，消費生活相談員が懸案事項を相談する。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

事業名

弁護士と相談員による相談を月２～３回実施する。

なし

（強化）

消費生活センター相談員・一般職員は研修参加あり，大島消費生活相談所の相談員・相談補助員・職員は研修参加なし。

（強化）県内各地で市町村相談員を対象として研修を開催

消費生活センターの相談・執務スペースについて，一体的で十分な面積が確保できない。

（既存）

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

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

県政広報番組・新聞による啓発，情報紙作成，高齢者講座，若年者講座，その他要請に基づく講座等

相談員向け研修を鹿児島市内で実施

消費生活センターを移転させ，ワンフロア化するなど消費者が相談し易い環境の整備，執務スペースの拡大による業務の効率化

（強化）

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（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）

（既存）

（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 千円

年間実地研修受入総日数

人

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

年間研修総日数 人日

参加者数

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

実施形態

人日



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）

19,833         ⑯一元的相談窓口緊急整備事業 鹿屋市，枕崎市，指宿市，西之表市，日置市，曽於市，霧島市，南さつま市，志布志
市，南九州市，姶良市，瀬戸内町，徳之島町，天城町，伊仙町

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）

合計

371             鹿児島市 371             

鹿児島市，枕崎市，指宿市，薩摩川内市，いちき串
木野市，南さつま市，徳之島町，伊仙町，和泊町

2,775          

72,225        

2,775          弁護士法律相談，出前講座専門講師養成のための研修参加支援

72,153        

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

19,833         

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） 10,405         

⑬消費者教育・啓発活性化事業
鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，出水市，指宿市，西之表市，薩摩川内市，日置市，曽於
市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，奄美市，南九州市，伊佐市，姶良市，さつ
ま町，湧水町，大崎町，東串良町，南大隅町，肝付町，屋久島町，瀬戸内町，龍郷
町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，知名町

22,682         

50               

連絡会議開催，メールマガジン配信

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 鹿屋市 150             

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

鹿児島市 50               

相談員配置，勤務日数増

研修会開催，相談員の研修への参加支援

22,682         

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

啓発用チラシ作成，ビデオソフト購入，出前講座開催

10,405         研修参加旅費，受講料等の支援

150             弁護士等と相談員の合同研修

機材・事務用機器購入，執務参考図書購入

6,787          

4,869          

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

相談室改修，機材・事務用機器購入，執務参考図書購入

4,231          相談室改修工事，相談室備品等購入，電話回線設置工事①消費生活センター機能強化事業（新設） 出水市，南さつま市 4,303          

6,787          

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 鹿児島市，鹿屋市，指宿市，日置市，霧島市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

枕崎市，西之表市，志布志市，奄美市，南九州市，
姶良市，瀬戸内町，喜界町，和泊町

4,869          

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，出水市，指宿市，西之表市，垂水市，薩摩川内市，日置
市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志市，奄美市，南九州市，伊
佐市，姶良市，大和村，瀬戸内町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知
名町



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 千円

法人募集型

人日人日 年間実地研修受入総日数

人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

追加的総費用

17    19,960            19,833            

対象人員数 追加的総業務量（総時間）



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

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 -                    

178,258           94,306            

120,152           千円 192,548           72,396            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

24,166            

19,815             

166,702           

-4,351            

72,153             

142,997           

千円

千円

-                    

千円

千円

75,195             

千円

70,844             

千円

千円

千円

千円

121,704           

千円 -

チェック項目

-

47%

-

-千円

千円

千円

-

48%千円

千円

千円

-

-

千円うち基金（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

-                    

千円

83,952            

千円②管内の市町村の消費者行政予算総額 123,182           

前年度差

76,747            千円

千円 146,887           

-                    

平成21年度

35,965             70,140            

370,806           204,104           

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

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

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

別表３ 基金の管理等

交付金相当分 178,258          

千円

106,105          

72,153            

72,925            積増し相当分

平成22年度

106,105           

44,957             

47,987             

80,922             

千円

千円

227,809           

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

-

50%千円

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

人

5,644                               

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

13       

2,391                               

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 206,091                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 16,917                              千円

381,958                            

①報酬の向上

平成21年度末

平成21年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

平成21年度末の基金残高（積増し相当分） 78,434                              

平成21年度末の基金残高（交付金相当分）

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成20年度に８コース９名であった研修参加機会を24コース30名（予定）へと増加させる。また，食品表
示・安全分野の研修を県において実施する。

県消費生活センターの移転・整備を行い，業務効率の向上を図り，執務スペースを拡大する。

うち委託等の相談員 平成21年度末

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

450,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

178,258                            

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

千円

②研修参加支援

平成21年度末 相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分） 72,925                              

平成22年度末予定13       

135                                  

13       

具体的内容

平成２２年４月から相談員の報酬額を約２５％引き上げる。

人相談員数 相談員数平成22年度末予定

人

平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

13       平成22年度末予定

３．基金の管理
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