
都道府県コード 460001

平成 年度24

鹿児島県 事業計画（変更）



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

126,374                      

取崩し割合

2,410                          

①参加者総数

37                              

19,990                        

126,374                                                          

167,164                                                          

22,059                        

-                                

12,067                        

実施形態

基金取崩し額

1,500                          

4,997                          

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

37%

-                                

管内市町村予算総額

-                                

（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 -                                

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

5,140                          

37,109                        

340,284                                                          

9,913                          

-                                

（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

3,807                          

-                                

459                            

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

3,511                          

事業名 都道府県

-                                

296                            

98                              

910                            

法人募集型

17,207                        

- 98                              

平成 24 年度 鹿児島県 事業計画【総括表】

27,457                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

89,265                        

-                                -                                

4,916                          

5,398                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

45,033                        

都道府県予算

65,023                        

消費者行政予算総額

173,120                                                          

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



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）

チラシ印刷費等

210             

22,811        

リフォーム工事等調査

図書購入費，携帯電話通話料，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，旅費

5,140          

296             

食の安全に関する啓発等

引き上げに係る報酬，社会保険料

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

5,140                 

委託料，謝金，旅費　等

210                   工事調査手数料

4,706                 

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料，センター移転に伴う共益費
等

910                   

459                   

910             

296                   

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，各種講演会開
催，ポスターコンクール　等

19,990               85,187        

459             

消費者被害防止のための啓発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）

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）

5,398                 

120,411      

市町村相談員等から弁護しに電話相談する体制の構築，弁
護士等と相談員による巡回相談，消費生活専門相談員資格
取得支援講座等開催，団体等への活動支援　等

県消費生活相談員の報酬引き上げ 5,398          

37,109              



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）

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）

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）

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ＤＣＭ・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，ポスターコンクール実施　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

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）

（強化）

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）

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

（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

食の安全に関するチラシ等を作成・配布する。

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。

市町村相談員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，消費生活専門相談員資格ｊ取得
支援講座，団体への支援　等

法改正や新たな手口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料，センター移
転に伴う共益費等の負担

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）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：９，８９０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



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

10      5,398             

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）

10      

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）



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） 瀬戸内町，喜界町 98              

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，阿久根市，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，三島村，十島村，さつま町，長島町，湧水町，大崎町，
東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町，南種子町，屋久島町，大和村，宇検村，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，与論町

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） 鹿屋市

鹿児島市，奄美市 1,800          

12,136        

150             

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，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，中種子町，南種子町，大和村，瀬戸内町，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

看板設置，事務用機器購入

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）
枕崎市，阿久根市，垂水市，志布志市，奄美市，南
九州市

1,886          1,791          

鹿屋市，出水市，指宿市，薩摩川内市，霧島市，南
さつま市，伊佐市，姶良市

1,720          1,720          事務用機器購入，執務参考図書購入

弁護士等との合同相談会開催

執務参考図書購入，事務用機器購入98              

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

研修参加

150             

11,917        

343             関係機関との連絡会議開催

講演会開催等

45,033        

1,500          

啓発用パンフレット作成，消費生活講座開催

鹿児島市 343             

消費生活相談員の増員，報酬引き上げ，勤務日数増

48,218        

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

4,654          

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）

32,660        22,059        

弁護士等専門家による相談会開催，団体への支援等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
鹿児島市，指宿市，西之表市，日置市，曽於市，いちき串木野
市，南さつま市，姶良市，徳之島町，伊仙町，和泊町，知名町 5,621          

89,265        合計 104,632      



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

26      22,059            

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

18,948            

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）

15      

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

14      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

←【光交付金】県：83,221千円，市町村：11,584千円，【生活対策】1,196千円，【経済危機対策】11千円，3,661千円，657千円

２．消費者行政予算について

千円千円

千円

-

53,361             千円

5,759              千円 37,109             千円31,350             

126,374          

千円

37,109            

89,265            

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

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

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

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

100,330          

交付金相当分

340,284           242,242           

前年度差

88,409             

平成23年度 平成24年度

千円千円84,711             千円 173,120           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

157,531           

千円

89,265             88,393             

千円 167,164           

136,011           

119,743           千円

千円 77,899             

122,499           千円

積増し相当分

98,042            

千円

千円

千円

千円

千円

82,650            千円

千円

-                    千円

-                    

千円

-千円

872                

9,633               

千円

千円

37%

千円

53%

6,631              

-

千円 -

千円

-8,761              

チェック項目

-

21%

-

-

213,910           

-                    

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 91,411            

-

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

126,374           

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

千円

69,138             

千円



２－２．消費者行政予算について②

２－３．消費者行政予算について③

千円 136,011           

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 5,398               千円

千円

千円37,109             

173,120           

千円

千円136,011           

平成20年度 平成24年度

千円173,120           

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

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

-                     

-                     

213,910           

-                     

-                     

千円

千円

％

77,899             

136,011           

％53.39965543

21.43542052

37.13780254

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（平成23年度末時点）

％

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

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



千円

千円

167,164           

77,899             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

167,164           

89,265             

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）対象の賃料、人件費等 千円 27,300             

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 21,902             

-                     千円

77,899             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

340,284           

126,374           

340,284           千円

千円千円

千円213,910           

千円

千円213,910           

３．基金の管理

千円

126,374                            千円

千円

千円

千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） -                                     千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 16,917                              千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分） 100,061                            

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 114,367                            

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 507                                  

450,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 11,500                              

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）



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

具体的内容

平成２２年度から，相談員の報酬額を増額する。

相談員総数

相談員数 人

人

平成23年度末

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

○

平成23年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定うち定数外の相談員 相談員数 13       

千円

平成23年度末

平成23年度末

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

③就労環境の向上

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成２０年度に延べ９名であった研修参加機会を延べ６７名（予定）へと増加させる。

相談員数

人

人13       相談員総数

相談員数

相談員数

13       

平成24年度末予定

平成24年度末予定

13       

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

271                                  

100,330                            千円

2                                     
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