
都道府県コード 460001

平成 年度23

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）

↑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

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

40,517                        

都道府県予算

59,778                        

消費者行政予算総額

92,989                                                            

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 30,921                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

88,393                        

-                                -                                

3,129                          

6,071                          

法人募集型

14,640                        

- 1,583                          

平成 23 年度 鹿児島県 事業計画【総括表】

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

7,790                          

事業名 都道府県

-                                

4,560                          

1,583                          

405                            

4,119                          

38,004                        

251,983                                                          

6,261                          

-                                

（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

12,350                        

-                                

459                            

-                                

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

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

-                                

459                            

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

10,521                        

実施形態

基金取崩し額

-                                

3,132                          

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

50%

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

405                            

①参加者総数

50                              

19,261                        

126,397                                                          

158,994                                                          

24,850                        

-                                

126,397                      



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）

38,004              

6,071                 

41,544        

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，市町村消費生活センターネットワーク会議開
催，消費生活専門相談員資格取得講座開催

県消費生活相談員の報酬引上 6,071          

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

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

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

19,261               19,888        

459             

消費者被害防止のための啓発

事業の概要

執務参考図書の購入，出会い系サイト・架空請求への対応のための携
帯電話の整備，センター移転の周知パンフレットの作成,センター移転
に伴う共益費等

405                   

459                   

405             

4,560                 

委託料，謝金，旅費

420                   事務用機器購入，工事調査手数料

2,709                 

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

4,119                 

講習会開催

引上に係る報酬，社会保険料

図書購入費，携帯電話購入費，パンフレット印刷製本
費，センター移転に伴う共益費等

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

弁護士等に対する謝金

4,119          

4,560          

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講師謝金旅費，チラシ作成

420             

5,622          

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

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）報酬日額　　非常勤A：７，９５０円，非常勤B：７，０５０円

報酬日額　　非常勤A：９，９９０円，非常勤B：８，７８０円に報酬額を増額
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）
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，市町村消費生活センターネット
ワーク会議の開催，消費生活専門相談員資格取得講座実施

法改正や新たな手口に迅速に対応するための執務参考図書の購入，出会い系サイト・架空請求への対応のための携帯電話購入，セ
ンター移転を周知するパンフレットの作成,センター移転に伴う共益費等の負担

（強化）

（既存）

（強化）

事業者指導強化のため，リフォーム工事等の調査

食品表示・安全に係る講習会開催

消費生活相談に対応するための執務参考図書の不足，出会い系サイト・架空請求への対応のために利用できる携帯電話なし

（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。

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）

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

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）

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

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。

（強化）

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）

なし

（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）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

（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）

13      

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日

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

13      6,071             

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）

弁護士等専門家による相談会開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
鹿児島市，枕崎市，指宿市，曽於市，いちき串木
野市，南さつま市，徳之島町，伊仙町，和泊町，知
名町

2,756          

88,393        合計 88,393        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，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，志布志市，奄美市，南九州市，姶良市，瀬戸内町，徳之島町，天城町，伊仙町

2,756          

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）

24,850        24,850        

啓発用パンフレット作成，消費生活講座開催

鹿児島市 376             

消費生活相談員の増員，報酬引上，勤務日数増

40,517        40,517        

376             関係機関との連絡会議開催

研修参加10,521        

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

鹿児島市，鹿屋市，出水市，西之表市，薩摩川内
市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市

4,530          4,530          事務用機器購入，事務所移転経費，看板設置，相談室設置

執務参考図書・事務用機器購入1,583          

相談室設置

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） 姶良市 3,260          3,260          

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，南種子町，大和村，
瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町

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

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）

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）

10,521        

1,583          

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
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，さつま町，錦江町，南大隅町，肝付町，中

種子町，南種子町，屋久島町，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，与論町

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）
枕崎市，垂水市，志布志市，南九州市，瀬戸内
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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

17      

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

18      

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

20,574            

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

28      24,850            



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 -                    

-52,281           

-                     

178,678           

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-                     

千円

156,284           

千円

千円

192,656           千円 125,586           

千円-                    

-67,070           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

-                    

千円

千円

19,059            

2,710               

-119,351         千円

50%

56%

チェック項目

-

41%

-

-

-16,349           

千円

-

千円

-

千円 -

-

千円

積増し相当分

70,601             

126,397           

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

69,334             

86,950             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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

平成22年度 平成23年度

千円215,050           千円 92,989             

38,004             千円

前年度差

-122,061          千円

251,983           371,334           

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

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

千円

別表３ 基金の管理等

126,397          

千円

38,004            

88,393            

3,540              

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

88,393             

54,985             

-

-50,721           千円105,706           

158,994           

千円109,344           -71,340           千円



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

千円

千円

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

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

-                     

-                     

-                     

千円

％

70,601             

54,985             

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

％

％55.59517969

40.86935014

50.16092355

千円

-                     

125,586           

人

人

人

千円

千円

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

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125,586           

千円

千円

千円

千円

251,983           

126,397           

251,983           千円

千円

千円125,586           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

70,601             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）対象の賃料、人件費等 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

平成20年度 平成23年度

千円92,989             

千円

158,994           

88,393             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

38,004             

92,989             

千円

千円54,985             

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

千円

54,985             

158,994           

70,601             



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

13       人

107,531                            

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1,625                               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）

13       相談員総数

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 223,131                            

相談員数

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23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。

千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

306                                  千円

平成23年度末予定

千円

98,359                              

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

千円

450,000                            

千円

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22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

126,397                            

具体的内容

平成２２年度から，相談員の報酬額を増額する。

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数うち委託等の相談員 人

人平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

13       13       

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

3,540                               

110,765                            

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

16,917                              

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末


