
都道府県コード 42

平成 年度22

長崎県 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

25,004                        

消費者行政予算総額

91,316                                                            

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 26,981                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

10,851                        

平成 22 年度 長崎県

事業名

事業計画【総括表】

合計

（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

6,667                          

-                                

504                            

-

都道府県

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

②年間研修総日数

82,672                        24,372                        

230,385                                                          

2,822                          

-                                

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

①参加者総数

6,984                          

-                                

③参加自治体

58,300                        

-                                -                                

2,532                          

4,707                          22,274                        

-                                2,100                          2,100                          

7,718                          

4,184                          

6,984                          

-                                

7,214                          

-

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

-                                

②年間研修総日数

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

36%

-                                

（５）消費生活相談窓口高度化事業

基金取崩し額

212                            

290                            

-                                （６）広域的消費生活相談機能強化事業

12,559                        

都道府県予算

212                            

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

－

12,445                        

82,672                                                            

139,069                                                          管内市町村予算総額

実施形態



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）

事業者研修会に要する看板代、講師謝金旅費、職員旅費、テキスト代・事業者指導及び調査に要する旅費

4,707                 

県相談員のレベルアップを図るため、必要な研修に参加
する。

154                   

講師謝金、講師旅費、テキスト購入費350                   

事業の概要

・高齢者にやさしい画面作りや機能向上を図り、県消費
生活センターのホームページを全面改修する。
・事業者指導に際して、機動的な対応を行うため車両を
購入する。
・指導機能の向上を図り、備品類、執務と書類を購入す
る。

市町相談員を対象とした研修会を開催する。

24,372              

4,707          

1,327                 

対象経費

県相談員研修旅費、負担金

4,184                 

・学校教育用教材作成費、教職員研修のための旅費、
広報委託費、メール送信システム使用料
・講師育成研修に係る謝金、旅費、団体からの講師派
遣に係る旅費
・寸劇等で消費者教育を行う外部講師（消費者行政
ﾊﾟｰﾄﾅｰ）の育成や派遣に係る経費

12,445               

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,205                 1,205          

12,445        

4,184          

・車両購入費
・執務参考図書購入費
・相談執務用ファックス等備品購入費
・ホームページ改修委託費

350             

154             

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 非常勤嘱託職員報酬、社会保険料、費用弁償

・小中学校での消費者教育の推進、テレビ等の広報媒体
の活用による啓発教育、消費者支援メールの運用
・教育・啓発活動に協力する団体を公募し、講師育成研
修を実施するとともに、講座希望の団体等に講師として
派遣

市町相談員の指導のため県相談員を１名増員する。
事業者指導を強化するため表示適正化指導員を１名配
置する。

⑨消費者教育・啓発活性化事業

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）

事業名

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

市町支援のための移動相談会、市町新任相談員の支
援・指導

1,327          

24,372        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他） 相談員、職員の旅費等

⑦消費生活相談窓口高度化事業

合計

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

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）

消費者からの通報件数が増加するなど表示に対する関心が高まっているが、事業者への啓発が十分でない。

市町に新たに配属される相談員が増加しているため、県相談員や外部講師による研修会の開催回数を増やす。

国民生活センター等で主催する研修会に年１回以上は派遣している。

・小中学校と連携した消費者教育は行っていない。テレビ等を活用した消費者教育も行っていない。
・ＮＰＯなど民間的・非営利的な組織のパワーの未活用

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

ＪＡＳ法や景品表示法について、事業者への研修会を実施するとともに、定期的な立入調査や苦情に対する対応力を強化する。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

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）

・教育委員会と連携し、小中学校における消費者教育のための副読本を作成するほか教職員への研修を行う。
・テレビ等、多様な広報媒体を活用した啓発事業を実施することにより消費者被害の未然防止を図る。
・民間のＮＰＯ等を活用することにより身近な立場から効果的な啓発が可能となる。

研修派遣を増やし、さらなるレベルアップを図る。

（強化）

（既存）

市町の相談担当者（原則的に初任者）向けの研修会を年１回実施している。（既存）

（既存）

・様々な機能を追加することにより、わかりやすく機動的なメッセージの発信が可能となる。
・公用車の購入により、効率的かつ機動的な事業者指導・法執行が可能になるなど、センター機能が強化される。
・必要な機器の導入により機動的な事業者指導指導、消費者相談・啓発が可能となる。

①消費生活センター機能強化事業（増設）

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

・機能が限られているホームページでは消費者へわかりやすく機動的なメッセージが発信できない。
・必要な公用車が確保できておらず、機動力を欠いた状態である。
・事業者指導用のモバイル機器がない。消費者相談・啓発専用の機器（ファックス、プロジェクター、パソコン類）が不足している。

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（強化）

（強化）



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

法人募集型実施形態

実地研修受入人数 人

自治体参加型

2      4,707             

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

3,016             

研修参加・受入要望

人参加者数

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日人日



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）

市内巡回相談に係る旅費、有料橋通行料

-58,300        

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 平戸市、波佐見町 290             290             

58,300        合計 -

-                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
島原市、大村市、平戸市、松浦市、五島市、西海市、雲
仙市、南島原市、東彼杵町、小値賀町、佐々町、新上五
島町

22,274         

-                

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） -                

-                

22,274         

-                ⑮地方苦情処理委員会活性化事業

-                

-                

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、松浦市、
対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、
時津町、川棚町、波佐見町、新上五島町

12,559         

長崎市 212             

-                

12,559         

212             

-                

-                

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）

-                ⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

弁護士等専門家謝金

-                

6,984          

7,214          7,214          

-                

6,984          

担当職員、相談員の研修旅費、負担金

長崎市、佐世保市 2,100          2,100          

-                -                

長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、平戸市、
松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南
島原市、長与町、東彼杵町、波佐見町、小値賀町、佐々
町、新上五島町

-                -                

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

長崎市、諫早市、大村市、五島市、 5,182          自動車購入費、備品購入費、広告費、執務参考図書購入費等

相談室等の工事費、備品購入費、執務参考図書購入費等

概要

センター開設のための備品購入費、自動車購入費①消費生活センター機能強化事業（新設） 雲仙市 1,485          1,485          

5,182          

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設） －

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）
島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、南島原市、
東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町

研修参加費

啓発パンフレット、チラシ等購入費

相談員報酬、相談員報酬アップ、社会保険料、費用弁償

○セルの挿入・削除は行わないでください。



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

実地研修受入人数 -      

法人募集型

人人

実施形態 自治体参加型

年間研修総日数

研修参加・受入要望

参加者数

年間実地研修受入総日数人日-      人日-      

-      

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

14    19,377            22,274            



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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

58,300             

千円 35,049            

千円 80,769             

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

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円-                    

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

82,672            

千円

86,296             

149,004           千円 147,713           

チェック項目

-

27%

-

-

-1,291            

-                     

--                    

25,966            

20,439             

33,758            

千円

千円

-5,527            千円

-                    

-

千円

千円

-

36%

42%

-

-

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

千円

15,289             

-                     

千円

118,630           

前年度差

4,236              千円

13,319             

-                    千円

91,316             

139,069           

千円

千円

9,083              千円 24,372             千円

千円

平成22年度

千円 66,944             62,708             

77,997             

千円 -                     千円

230,385           196,627           

47,623            

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

32,334             

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

82,672            

千円

24,372            

58,300            

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

平成21年度



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

-                     

147,713           

うち管内市町村 人

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

うち都道府県

うち管内市町村

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22年４月１日時点）

％

-                     

-                     

-                     

0.41921636

0.266897367

80,769             

0.358842807

千円

千円

％

66,944             

％

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年４月１日時点） -                     人

うち都道府県 人



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

-                                     

-                                     

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

7        人平成22年度末予定

-                                     千円

千円

千円

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）

1,000                               

設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 170,964                            

設置当初の基金残高（積増し相当分）

8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

千円

千円

①報酬の向上

②研修参加支援

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）

今後一層の研修機会を確保するなど予算の確保に努めていく。

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 252,636                            

-                                     

千円

200,000                            

82,672                              千円

千円

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

平成21年度末

平成21年度末

うち委託等の相談員

千円

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

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

消費生活相談員の配置 相談員総数

相談員数 人

人

-        

相談員数

-        

-        平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

具体的内容

平成22年度末予定

相談員数

7        

-        人

３．基金の管理


