
都道府県コード 42

平成 年度23

　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

24,620                        

-                                

94,652                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

2,846                          

①参加者総数

41                              

14,438                        

94,652                                                            

143,646                                                          

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

実施形態

基金取崩し額

78                              

1,004                          

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

41%

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

-                                

-                                

30,777                        

232,719                                                          

7,393                          

-                                

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

（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

6,981                          

事業名 都道府県

1,540                          

1,456                          

3,908                          

8,437                          

-                                

2,768                          

504                            

1,540                          

-                                

9,557                          10,061                        

- 3,908                          

事業計画【総括表】

合計

平成 23 年度 　長崎県

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

63,875                        

-                                -                                

6,389                          

5,222                          

法人募集型

自治体参加型

16,187                        

都道府県予算

30,625                        

消費者行政予算総額

89,073                                                            

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 29,842                        

（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）

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）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

食品の生産・流通現場情報公開システム構築費

4,836          

1,553          

県消費生活センターホームページ改修等

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。

市町相談員を対象とした研修会を開催する。

154             

350                   

非常勤嘱託員報酬、社会保険料、費用弁償

対象経費

県相談員研修旅費、負担金

事業経費

1,456          

基金（交付金相当
分）対象経費

154                   

県内研修会講師旅費、テキスト購入費

1,456                 

相談員、職員の旅費等

4,836                 県消費生活センターホームページ改修等

1,553                 

事業の概要

県消費生活センターの相談室を改修する。あわせて、相
談カウンターを設置する。

2,768                 

350             

2,768          

テレビ・新聞等広告業務委託ほか14,438               14,438        
県民への啓発を促進するため、テレビ、新聞等を使った
広告業務を委託する。

食品の生産・流通にかかる現場情報公開のためにシス
テムを構築する。

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）

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

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ｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 5,222                 

30,777        

移動相談会ポスター、ちらし作成経費等

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。（ともに平成２２年度から）

5,222          

30,777              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

（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

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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

県民への啓発を促進するため、テレビ、新聞等を使った広告業務を委託する。

研修派遣を増やし、さらなるレベルアップを図る。

（強化）

（強化）

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

（既存）

（既存）

（強化）

国民生活センター等で主催する研修会に年１回派遣している。

事業名

食品の生産・流通にかかる現場情報を公開する必要がある。

（強化）

県消費生活センター相談室内での相談のやり取りなどが室外に漏れないようにする必要がある。

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）

移動相談会ポスター、ちらし作成経費等

（強化）

（既存）

（強化）

県消費生活センターホームページ改修等

食品の生産・流通にかかる現場情報公開のためにシステムを構築する。

市町に新たに配置される相談員が増加しているため、県相談員等を講師として市町相談員を対象とした研修会を開催する。

県消費生活センターの相談室を改修する。あわせて、相談カウンターを設置する。

市町の相談担当者（原則的に初心者）向けの研修会を年１回実施している。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）市町相談員指導を担当する県相談員が必要。また、事業者指導強化のために表示適正化指導員の配置が必要。

市町相談員の指導のため県相談員を１名増員する。また、事業者指導強化のため表示適正化指導員を１名配置する。
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ジナル事業（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

2       5,222             

参加者数

人日

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

- 人

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数 -

3,016             

年間研修総日数 人日

2       

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）

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、東彼杵町、波
佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町

4,225            

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
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、波佐見町、新上五島町

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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） 　　-

1,540            

長崎市 78                

9,659            

　　-

-

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、時津町、東彼杵町、波佐見町、小値賀
町、佐々町、新上五島町

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）

長崎市、佐世保市、大村市⑨消費生活相談窓口高度化事業

センター周知用チラシ作成ほか

-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） 南島原市、佐世保市、南島原市 652               652               

執務参考資料購入、専用相談室の備品、相談専用車両3,908            

-

長崎市、諫早市、大村市、五島市 6,329            6,329            
書籍等購入費、公共交通機関への広告掲示及び車内放
送に係る経費及び委託料ほか

-

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

-

-

-

1,540            

-

9,557            

-

研修参加費（負担金）及び旅費

-

研修参加に係る参加費（負担金）及び旅費

　　-

-

-　　-

16,187          

-

-

78                

　　- -

青尐年向け啓発パンフレットの追加作成・配送

　　-

　　- -

賃金・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料

16,187          

-

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

1,004            

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）

24,984          24,620          

63,875        合計 64,658        

ファイナンシャル・プランナー委託料ほか⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 大村市、平戸市、波佐見町 1,004            



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

16      24,620            

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

22,084            

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）

3       

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

13      



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63,763             

143,646           

千円

-                     -                     

21,415             9,362              

-

ー

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

63,875             

58,296             

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

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

94,652            

千円

30,777            

63,875            

千円

千円

千円

232,719           226,674           

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85,178             千円 89,073             

30,777             千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円81,782             

うち基金（交付金相当分）対象経費 59,714             

千円 79,771             

94,652            

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

積増し相当分

-                    

千円

-

千円

-

千円 -

-

41%

44%

千円

チェック項目

-

35%

-

-

-2,011            

前年度差

3,895               千円

-5,467            

千円

2,487              

千円

千円

4,161              

2,150               

6,045              千円

-7,478            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

145,545           千円 138,067           

千円-                    

2,487               

81,129            

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

141,496           

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 2,487              

千円

千円 2,487              

13,523            



２－２．消費者行政予算について②

人

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

％

％44.46695348

34.55255801

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）

-                     

138,067           

-                     

-                     

40.67222702

千円

千円

％

79,771             

58,296             

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）

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

58,296             

143,646           

79,771             

58,296             

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89,073             

千円

千円

千円

千円

143,646           

63,875             

平成20年度 平成23年度

千円89,073             

30,777             

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円138,067           

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

79,771             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

232,719           

94,652             

232,719           千円

千円千円

千円138,067           

千円

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

8        

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）

ー

-                                     

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

人

人

-        

平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

8        

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数-        相談員数

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

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

④その他

処遇改善の取組

○

千円

300,000                            

167,268                            

３．基金の管理

千円

94,652                              千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

-                                     千円

-        

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

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）

今後一層の研修機会の確保に努めていく。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 261,405                            

8        相談員総数

-        

#VALUE!

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）

515                                  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）

人

8        人


