
都道府県コード 430005

平成 年度23

熊本県 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

消費者行政予算総額

83,755                                                            

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

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

八代市(1名）、玉名市（1名）、天草市(1名）、上天草市(1名）、小国町(1名）

59,764                        

1,790                          -                                

17,429                        

3,537                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

平成 23 年度 熊本県 事業計画【総括表】

1,865                          

975                            

-                                

法人募集型

7,619                          

- 975                            

34,078                        

自治体参加型

4,586                          

（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

16,755                        

-                                

812                            

市町村

14,890                        

事業名 都道府県

③参加自治体

3,537                          

46,669                        

183,062                                                          

20,136                        

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

56                              

都道府県予算

9,134                          

（３）消費生活相談員養成事業 1,927                          

熊本市(1名）、菊池市(1名）、宇土市(1名）、合志市（1名）

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

4              

②年間研修総日数

5              

250          

②年間研修総日数

管内市町村予算総額

200          

15,134                        

（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

13,207                        

756                            

-                                -

1,790                          

4,082                          

実施形態

基金取崩し額

-                                

2,707                          

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

58%

-                                

106,433                      

取崩し割合

-                                

①参加者総数

14                              

4,548                          

106,433                                                          

99,307                                                            

30,541                        



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）

46,669              47,554        

・県から市町村に対する巡回訪問による支援
・多重債務者相談の拡充
・放射性物質検査機器の整備

報酬額等のアップによる相談体制強化 4,422          

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テストの機器購入

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）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

1,461          

・啓発資料作成・生活教室開催費
・講師謝金、旅費等（委託料）

4,548                 4,548          

11,746         相談員養成の実務的研修の開催

相談員養成の実務的研修への参加支援

756             

・消費者教育強化のための啓発事業
・新たに消費生活センターを設置した市におけるシンポ
ジュウム開催

事業の概要

消費生活センターの機能の充実

-                       

1,817          

756                    

1,865                 

11,746               

・旅費
・専門の業者に対する委託費
・放射性物質の検査機器購入費

-                       

17,429               

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借上げ、資料代

旅費・参加費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,720                 

講師謝金、講師旅費

-                       

1,817                 

1,790                 

報酬、社会保険料

商品テストの機器購入

3,537                 

執務参考資料、機材・事務用機器の設置

苦情相談の助言等に係る法律相談謝金

相談員の研修参加支援

市町村の相談員等への研修開催

謝金

1,720          

1,865          

研修参加支援1,461                 

17,429         

1,790          

-                       

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

相談員１３人（非常勤職員）による週5日の相談窓口での相談体制

相談員１３人（非常勤職員）による週5日の相談窓口での相談体制。相談員の報酬を日給8,640に引上げ（1,270円アップ）
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）

法律改正に対応する参考図書の整備。衝立、ファイリングキャビネット、アコーディオンスクリーン等の相談機能の整備

県内市町村の要望を踏まえ９名を養成するための実務的研修の開催

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（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）
（強化）

（既存）

（強化）

市町村消費者行政担当職員（行政職員のみ）向けの研修実施（１箇所で１回）

法律改正に対応する参考図書の整備。卓上型超音波洗浄機、ラミネーターを整備。

事業名

弁護士等に消費生活相談処理に係る相談体制を整備。

（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）
（強化）

相談員の自費で研修に参加。

市町村消費者相談担当者（相談員を含む）向けの研修を実施（２箇所で２回、計８回）

・県消費生活センターの専門相談員による市町村への巡回指導。多重債務相談の専門業者に委託し家計診断等によるきめ細やか相
談。
・県内に流通する食品の安全性確保と県民の食品に対する不安を取り除くため、検査機器を購入して新たに食品の放射能検査を実

新たに相談業務を担える者を県として３名育成。

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

なし

（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）

相談員がいない市町村が多くある。

くらしの豆知識を活用し、関係団体との連携のもと県民への啓発を行う。小学生を対象とした生活教室の開催による啓発の実施。
新たに消費生活センターを設置した市において一般市民を対象としたシンポジュウムを開催し、啓発とセンター設置の周知。

国民生活センター等開催の研修に参加する旅費等の支援。

なし

（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）なし

（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）

新たな商品テスト機器の購入



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

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）

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

実施形態 法人募集型

人

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

人日

人

自治体参加型

対象人員数計 追加的総費用

13      4,422              

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）

特別相談会等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・天草市・上天草
市・玉東町・芦北町・津奈木町

3,612          

59,764        合計 89,679        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
熊本市・八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・
天草市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城
市・合志市・玉東町・小国町・南阿蘇村・多良木町

2,707          

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）

53,595         30,541         

消費者被害防止のための啓発講座や啓発用パンフレット

相談員の報酬費引上げ、平成21年度以降に新たに雇用した
相談員の報酬費

7,727          4,586          

研修参加支援

新たに相談員を5名養成

56               弁護士の活用

4,082          

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

人吉市・山鹿市・宇土市・上天草市・宇城市・合志市 2,699          1,599          
新たに開設した消費生活センターの事務所の改修・事務用
機器の購入及び住民への周知のためのチラシ等

機材、参考図書の購入975             

1,927          

新設３箇所

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） 玉名市、菊池市、阿蘇市 13,294         13,291         

八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・天草市・
山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・宇城市・阿蘇
市・合志市・南関町・長洲町・大津町・南小国町・小
国町・産山村・南阿蘇村・山都町・氷川町・芦北町・
津奈木町・多良木町・水上村・山江村・球磨村

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）

玉名市・天草市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）

56               

5,125          

1,640          

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

八代市・人吉市・荒尾市・水俣市・玉名市・天草市・
菊池市・上天草市・宇城市・阿蘇市・合志市・美里
町・玉東町・長洲町・大津町・南小国町・小国町・高
森町・西原村・御船町・嘉島町・益城町・山都町・氷
川町・芦北町・津奈木町・錦町・水上村・相良村・山
江村・球磨村

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） 1,931          八代市・玉名市・天草市・上天草市・小国町

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
荒尾市・阿蘇市・南関町・長洲町・大津町・菊陽町・
高森町・南阿蘇村・御船町・嘉島町・益城町・山都
町・多良木町・相良村・山江村



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）

12      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 5      人

33      

人

120   人日年間研修総日数 250   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 4      

25,599            

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

43      39,331            



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 -                    

29,291            58%77,142            

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

79,045             

千円

千円

81,978            千円 76,629            

千円-                    

-5,349            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

19,428             

20,262             

23,942            千円

60%

チェック項目

-

56%

-

-

834                 

千円

-

千円

-

千円 -

-

千円

積増し相当分

39,543             

106,433           

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

40,336             

38,709             

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80,075             千円 83,755             

46,669             千円

前年度差

3,680               千円

183,062           159,120           

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

106,433          

千円

46,669            

59,764            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

59,764             

37,086             

-

-6,183             千円43,269             

99,307             

千円

-                     -                     

36,806             9,863               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

87                   

11

76

604,650           

76,450             

528,200           

681,279           

千円

％

567,743           

113,536           

うち管内市町村 73 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

％

％9.524037182

29.13080116

13.51166416

千円

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） 83                   人

うち都道府県 10 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76,629             

千円

千円76,629             

千円

千円

183,062           

106,433           

183,062           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

39,543             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 -                     

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83,755             

千円

99,307             

59,764             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

46,669             

83,755             

千円

千円37,086             

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

37,086             

99,307             

39,543             



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

-                                     

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）

461                                  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） 207,209                            

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）

県消費生活センターの全相談員の研修参加費を支援

千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

千円

13       

平成23年度末予定

千円

101,237                            

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

千円

330,149                            

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

106,433                            

具体的内容

日給の増（１７．７％）

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       

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）

-                                     

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

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


