
都道府県コード 450006

平成 年度23

宮崎県 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

1,000                          

3,070                          

①参加者総数

②年間研修総日数

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

35                              

-                                

（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

-                                

1,536                          

-                                -

18,420                        

都道府県

2,256                          720                            

831                            

（３）消費生活相談員養成事業

1,257                          

-                                

4,320                          5,328                          

③参加自治体

管内全体の研修参加

35%

③実地研修受入自治体

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 67,289                                                            

70,026                                                            

12,638                        

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

1,092                          

-

②年間研修総日数

67,289                        25,334                        

194,995                                                          

（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

1,257                          

2,722                          3,553                          

-                                

92                              

1,008                          

平成 23 年度 宮崎県

事業名

事業計画【総括表】

合計

4,258                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

41,955                        

-                                -                                

1,188                          

2,259                          

16,228                        

都道府県予算

34,648                        

消費者行政予算総額

124,969                                                          

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 14,897                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

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）

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

831             

謝金、旅費

1,008          

食品表示に関する研修の開催

延岡支所改修工事831                   

1,188                 1,188          

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）

多重債務者支援アドバイザー設置及び弁護士の活用

相談員の県内外での研修への参加支援（１２名）

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）

対象経費

旅費、役務費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,008                 

消費生活相談員報酬等（１名） 2,259          

弁護士謝金、弁護士旅費

人件費

事業名 事業の概要

消費生活センターの改修

92                     

⑦消費生活相談窓口高度化事業 1,536                 

92              

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

委託料、役務費18,420               18,420        

1,536          

マスメディアによる広報等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 2,259                 

25,334        

弁護士無料相談会の開催

25,334              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

消費生活センターの改修（相談室の設置）を実施。

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）

（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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

懸垂幕を設置し、県民に消費生活センターの周知を図る。パソコンを新たに購入し、相談事務機能を強化した。

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）県内の消費者に対し、一日消費者スクール、若年者啓発事業、みやざき消費者フェアなど各種講座を開催。

（既存）

（強化）

（強化）

消費生活相談員は国民生活センター等で実施される研修等に年１回参加。弁護士を講師とした勉強会を月１回開催。（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

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

テレビＣＭ、新聞広告。

消費生活相談員は国民生活センター等で実施される研修等に年２回以上参加。

なし

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）食品表示に関する講演会を年１回開催する。

事業名

多重債務者支援アドバイザー事業を実施。高度な判断を伴う消費生活相談に迅速に対応するための顧問弁護士制度の設置。

商品ウォッチャーの設置

（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）
（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

県内の３つの消費生活センターにおいて、弁護士無料相談会事業を実施する。
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）

（既存）消費生活相談員を県消費生活センターに５名、同都城支所に３名、同延岡支所に３名配置し、消費者の相談に対応している。

県消費生活センターの相談員を平成２１年度から１名増員し、相談体制の充実を図っている。



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

対象人員数計 追加的総費用

1       2,259             

参加者数

人日

人人

自治体参加型

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

1,640             

年間研修総日数 人日

1       

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．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）

宮崎市、都城市 2,025          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 宮崎市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
日南市、串間市、三股町、国富町、高鍋町、西米
良村、高千穂町

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）

160             

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）

宮崎市、延岡市 720             

延岡市 1,000          

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向
市、串間市、えびの市、三股町、綾町、高鍋町、新
富町、西米良村、高千穂町

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向
市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、
国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、木城
町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美
郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

697             新設１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） 延岡市 697             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

拡充２箇所2,025          

相談窓口の充実・強化、窓口の市民への周知。

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

720             弁護士を月２日活用

160             消費者行政担当職員及び相談員向け研修開催

1,257          

4,187          4,160          

1,263          

国民生活センター研修等への参加支援

1,000          食品表示・安全機能強化についての啓発

13,167        

消費者被害防止のための各種広報、啓発

消費生活相談員の報酬等

16,326        

⑨消費生活相談窓口高度化事業

16,228        

12,638        

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 宮崎市、延岡市、日向市、三股町

3,070          

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

無料法律相談会の開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、三股町、高鍋
町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

3,070          

41,955        合計 42,615        



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

対象人員数計 追加的総費用

6       12,638            

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）

9,708             

法人募集型

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

対象人員数
（報酬引上げ）

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

6       



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

①都道府県の消費者行政予算

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-                     千円 -                     

41,955             63,047             

99,635             98,364             

4,133              

交付金相当分 67,289            

千円

25,334            

41,955            

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

194,995           222,263           

千円

-4,340            千円 25,334             千円

前年度差

-3,069             

平成22年度 平成23年度

1,271              千円

千円

29,674             

-                     

千円

94,225             

積増し相当分

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円千円千円 28,071             -

千円

千円

-3,107            

千円

-

128,038           千円 124,969           

千円 70,026             

35%

千円

60%

-25,432           千円

-21,092           

-24,199           

-27,268           -

千円 -

千円

-                    

チェック項目

-

20%

-

-

-1,836            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

129,542           千円 127,706           

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

67,289            

千円

31,178             

千円 -                     

92,721            

千円

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 -

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 -                    



２－２．消費者行政予算について②

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

-                     

127,706           

99,635             

28,071             

-                     

-                     

-                     

34.50806431

千円

千円

％

％

％59.91346071

20.27222751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23年度末時点）

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

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



２－３．消費者行政予算について③

99,635             

70,026             

28,071             千円

千円

千円

千円

千円

127,706           

28,071             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

124,969           

25,334             

124,969           

平成20年度 平成23年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

70,026             

41,955             

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

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 -                     千円 千円127,706           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

194,995           

67,289             

194,995           

千円

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

99,635             うち基金（交付金相当分）対象外経費 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



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

67,289                              千円

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成22年度末

うち委託等の相談員

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

相談員数

相談員数

平成23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22年度末

千円

4,759                               

千円

292,800                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

7                                     千円

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 53,492                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 12,000                              

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

①報酬の向上

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）

研修参加機会の増加

相談室の設置等により、相談事務機能を強化する。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 120,595                            

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

相談員数

12       

12       相談員総数

相談員数

相談員数

12       

平成23年度末予定

4,133                               千円

633                                  

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）

186                                  千円

千円

人

12       人


