
都道府県コード 440001

平成 年度23

大分県事業計画（補正分）



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

8,426                          

都道府県予算

20,332                        

消費者行政予算総額

186,531                                                          

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 23,896                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 4,102                          

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

日田市、佐伯市、宇佐市各１名

40,988                        

5,470                          -                                

2,853                          

5,694                          

平成 23 年度 大分県

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

5,976                          

1,557                          25,291                        

-                                

1,171                          

1,189                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

5,470                          

1,171                          

－

②年間研修総日数

104,602                      63,614                        

255,242                                                          

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 104,602                                                          

68,711                                                            

18,202                        

③参加自治体

1,015        

大分県２名、別府市、臼杵市、宇佐市、豊後大野市、日出町、九重町、玖珠町各１名

管内全体の研修参加

41%

③実地研修受入自治体

9              

11,906                        

都道府県

612                            -                                

23,734                        

（３）消費生活相談員養成事業

5,976                          

3,558                          

2,020                          3,209                          

14,543                        

（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

10,985                        

612                            

-                                －

-                                

1,249                          

①参加者総数

②年間研修総日数

3              

517          

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

-                                



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）

63,614              

5,694                 

-                

63,614        

多重債務者相談の民間委託

消費者教育のための講演会の開催、若者向けの消費
者教育の推進、地域くらしのサポーター養成事業等

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・食品表示検査の実施

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）

7,462          

講師謝金、講師旅費、会場借上料、委託料、啓発チラ
シ作成等

11,906               11,906        

3,523          相談員養成研修の実施(委託）

相談員養成研修参加支援

612             

講師謝金、講師旅費、会場借上料、教材費等

事業名 事業の概要

マスメディア等による相談窓口の周知、消費啓発用（出
前講座等）公用車

1,171                 

925             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 612                   

1,171          

非常勤嘱託職員（法執行担当、消費者啓発担当）配置
（各1名）、消費生活相談員（６名）報酬引上げ経費

5,694          

多重債務相談の委託

443                   

5,470             

報酬、費用弁償、社会保険料

テスト委託料・検査委託料等

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借上料、教材費等

研修旅費

事業経費

-                

基金（交付金相当
分）対象経費

264                   

講師謝金、講師旅費、会場借上料、教材費等925                   

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）

弁護士相談会の実施（月2回）

県消費生活相談員等の国民生活センター等における研
修参加

公益通報保護制度普及事業（研修会）

消費生活相談員等レベルアップ研修、市町村への無料
法律相談会への講師派遣

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）

-                       

23,734               

3,523                 

2,410                 

-                       

-                

443             

2,410          

5,470       

-                       

食品表示モニターを消費者団体等に委託、講師謝金、
講師旅費、会場費等

23,734        

講師謝金、講師旅費、会場借上料、教材費等

264             

食品表示モニタリングの実施、食品表示出前講座、ＧＡ
Ｐ推進シンポジュウムの開催

法人募集型研修生研修参加旅費、日当7,462                 

消費生活センターの周知に係る経費（委託料）、消費
啓発用公用車（備品購入費）

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）消費生活相談員は６名。

非常勤嘱託職員（法執行担当・消費者啓発担当）２名配置、消費生活相談員（６名）報酬引上げ経費

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

公益通報保護制度普及研修会を実施

（強化）

消費者行政担当者・消費生活相談員等レベルアップ研修実施、市町村への無料法律相談会講師派遣

多重債務者相談の民間委託を実施

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

法人募集型研修生９名の研修参加支援

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

弁護士相談会の実施

なし

（強化）

食品表示モニタリングの実施、食品表示出前講座、ＧＡＰ推進シンポジュウムの開催

（既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（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）

なし

消費者教育のための講演会の開催、若者向けの消費者教育の推進、地域くらしのサポーター養成事業、啓発用チラシの作成等

県消費生活相談員等の国民生活センター研修への参加

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

なし（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

なし

なし

（既存）

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）

なし

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）なし

テレビ・新聞・バス広告・ドーム看板広告による相談窓口の周知

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）

研修生１２名を対象に養成研修を実施

（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）

なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

商品テストの実施、食品表示検査の実施

なし



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）

6       

年間実地研修受入総日数 290   

2,916             

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）

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 2      

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

8       5,694             

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）

無料弁護士相談会の委託、高齢者訪問相談、講師謝金・旅
費等

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 別府市、日田市、津久見市、姫島村 1,249          

40,988        合計 42,499        

-                

-                

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
大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市

1,249          

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）

-                

相談員の報酬、費用弁償、社会保険料、消費生活相談員の
市窓口への派遣委託（津久見市、杵築市）

8,512          

⑨消費生活相談窓口高度化事業

8,426          

-                

18,202        

-                

19,356        

-                

-                

-                

消費者被害防止のための啓発（パンフレット、チラシ、横断
幕等）

-                

-                

-                

-                

-                

120             講師謝金、講師旅費、教材作成・購入費

5,976          

1,900          1,900          

6,109          

国民生活センター等の研修参加の旅費、研修費

相談員養成3名（自治体参加型）

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 3,558          

パソコン等備品整備

-                

111             

-                

3,558          

消費者相談窓口の整備・拡充、執務参考資料購入、巡回相
談等車両購入（臼杵市、津久見市、由布市）

1,446          
センター設置費用、電話機・パソコン・デジカメ等事務用機
器の設置、消費生活センターに関する住民への周知に係る
経費

-                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） 宇佐市、豊後大野市 1,584          

大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、豊後
高田市、杵築市、豊後大野市、由布市、国東市、
九重町

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 大分市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐
市、豊後大野市、由布市、国東市、日出町、九重町、玖珠町

日田市、佐伯市、宇佐市

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）

120             

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）

-                

-                

大分市 111             

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 竹田市、豊後高田市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田
市、杵築市、国東市、由布市、九重町



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）

1       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 3      人

14      

人

607   人日年間研修総日数 517   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 7      

法人募集型

16,942            

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）

対象人員数計 追加的総費用

14      19,356            



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

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 -                    

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

104,602           

千円

19,425             

千円 -                     

98,208            

千円

千円

千円

114,938           千円 150,640           

千円-                    

35,702            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

チェック項目

-

34%

-

-

千円 186,531           

千円 68,711             

41%

千円

60%

千円

22,895             

42,096            

千円 27,723             -

千円

千円

8,298              

14,597            

千円 --                    

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

27,404            千円

千円

71,817             

-                     

千円

45,816             

千円

-8,203            千円 63,614             千円

前年度差

19,201             

平成22年度 平成23年度

167,330           

255,242           213,146           

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 104,602          

千円

63,614            

40,988            

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 -                     

40,988             26,391             

122,917           95,513             

①都道府県の消費者行政予算

6,394              千円

-

-千円



２－２．消費者行政予算について②

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち都道府県 ％-                 

69,500             

千円

うち都道府県 人

人

千円

うち管内市町村

34,673             

千円

千円

千円

1

10                   

9

うち管内市町村

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

5                     人①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点）

220,140           

185,467           

-                

62,550             

6,950               

人

人

うち都道府県

うち都道府県

％

うち管内市町村

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 -                 ％

うち管内市町村

うち都道府県 4

②定数内の消費者行政担当者数（平成22年度末時点）

人

1

千円



２－３．消費者行政予算について③

90,716             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

68,711             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

122,917           うち基金（交付金相当分）対象外経費 90,716             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

18,202             

20,949             

千円

千円

143,577           

千円

千円

千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円150,640           38,975             千円

111,665           千円

千円

千円

千円

255,242           

104,602           

20,949             千円

40,988             

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

27,723             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）対象経費

平成20年度 平成23年度

千円

千円

増減額

千円①都道府県の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 5,694               千円

千円

千円

186,531           

63,614             

95,815             

32,201             

47,762             

6,774               千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 111,665           千円

千円  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

人

6        人

-                                     千円

-                                     

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）

388                                  千円

千円

相談員数

6        

-        

6        相談員総数

相談員数

相談員数

6        

平成23年度末予定

-        平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

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）

研修参加の支援

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 189,517                            

311,173                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 85,303                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

-                                     

千円

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

地域別の研修会や市町村消費者行政担当職員研修会等、職員・指導員との交流を拡大している。

具体的内容

平成２２年度より消費生活相談員の単価を引上げ

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成22年度末

-        

104,602                            千円

３．基金の管理


