
都道府県コード 42

平成 年度24

　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

-                                

101,357                      

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

64,193                        

-                                

5,932                          

①参加者総数

41                              

5,789                          

101,357                                                          

158,411                                                          

37,164                        

249,002                                                          

23,718                        

実施形態

基金取崩し額

-                                

3,977                          

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

41%

23,499                        

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

-                                

-                                

-                                -

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

①参加者総数

②年間研修総日数

（７）食品表示・安全機能強化事業

6,629                          

事業名 都道府県

1,540                          

-                                

1,670                          

（３）消費生活相談員養成事業

9,633                          

- 1,670                          

（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

24 年度 　長崎県

6,629                          

-                                

5,932                          

526                            

1,540                          

-                                

9,107                          

5,176                          

法人募集型

自治体参加型

17,771                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成

23,560                        

消費者行政予算総額

90,591                                                            

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 28,675                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

19,741                        



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）

リスコミ講師謝金、旅費、資料印刷費、学生配布用資料

2,019          

2,287          

高齢者などの弱者を消費者問題から回避させるため
に、メディアを活用し広報啓発を行うとともに訪問活動も
行う

事業者及び事業者団体を対象とした研修会を開催

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。

176             

15,995               

350                   

テレビ番組制作委託費、高齢者講座のための旅費、
地域見守り隊旅費、テキスト作成費

非常勤嘱託職員報酬、社会保険料、費用弁償

学校教育用教材作成費、教職員研修のための旅費、
広報委託費、メール送信システム使用料

5,789                 

対象経費

県相談員研修旅費、負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

176                   

講師謝金、講師旅費、テキスト購入費

移動相談用のポスター及びチラシ作成、旅費

1,459                 
事業者研修会に要する看板代、講師謝金旅費、職員
旅費、テキスト代・事業者指導及び調査に要する旅費

2,287                 

事業の概要

5,932                 

350             

5,932          

5,829          
小中学校での消費者教育の推進、テレビ等の広報媒体
の活用による啓発教育、消費者支援メールの運用

ジュニア食品安全教室の開催および中学校用消費者
教育副教材の改訂印刷リスコミの実施、食品の生産・流
通現場情報公開システムの構築等、

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 5,176                 

18,135        

39,904        

各市町へ移動相談会の実施

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。

5,176          

37,164              



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）

移動相談会ポスター、ちらし作成経費等

（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。

（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）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者トラブルの未然防止のため、登録を行った消費者に頻発している悪徳商法の情報等有益な情報を携帯電話、ＰＣに配信する。

研修派遣を増やし、さらなるレベルアップを図る。

（強化）

多種多様な相談に対応するため、県相談員等を講師派遣し、市町への啓発活動を支援

（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）

県消費生活センターホームページ改修等

（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）

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）

専門相談員を配置していない市町と連携して臨時の相談窓口を設置し、県の相談員が消費者トラブル等に関する相談に応じる。

（強化）

（既存）

（強化）

事業者及び事業者団体を対象とした研修会を開催。ＪＡＳ法及び景品表示法に基づく事業者への啓発・指導

ジュニア食品安全教室の開催および中学校用消費者教育副教材の改訂印刷、リスコミの実施、食品の生産・流通現場情報公開システムの構築等

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）

高齢者などの弱者を消費者問題から回避させるために、メディアを活用し広報啓発を行うとともに訪問活動も行う

（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

（Ｈ２４より新規事業）

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       5,176             

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 -

3,025             

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）

相談室の備品購入、関係書籍購入

研修参加に係る参加費（負担金）及び旅費

書籍及びノートPC及びプリンター等購入費。消費者センターP

弁護士及び司法書士に対する報酬

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、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対
馬市、壱岐市、五島市、西海市、南島原市、波佐見町、
佐々町、新上五島町

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） 平戸市、松浦市、東彼杵町、波佐見町 1,670            

-

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

　　-

　　- -

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

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 　　-

2,092            

　　- -                  

9,248            

　　-

-                  

　　- -

長崎市、佐世保市、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

-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） 　　- -                  -                  

-

長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、五島市、南島
原市

6,629            6,629            

1,670            

-

-

-

-

1,540            

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

-                  

9,107            

-

-

-

-                  

出前講座で使用するDVD、小冊子の購入

　　-

-　　-

17,771           

-

-

17,771           

34,798           23,499           

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 4,030            

相談員賃金、相談員勤務時間延長、社会保険料等

-

ファイナンシャルプランナー委託料（多重債務相談者対応）、子

64,193        合計 76,238        

3,977            



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

追加的総業務量（総時間）

18      23,499            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

法人募集型

22,082            

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）

4       

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

16      



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58,296             

158,411           

千円

-                     -                     

30,777             6,387              

-

ー

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

64,193             

53,427             

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

101,357          

千円

37,164            

64,193            

千円

千円

千円

249,002           232,719           

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23年度 平成24年度

千円89,073             千円 90,591             

37,164             千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円79,771             

うち基金（交付金相当分）対象経費 63,875             

千円 94,218             

101,357           

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%

41%

千円

チェック項目

-

41%

-

-

14,447            

前年度差

1,518               千円

-4,869            

千円

-2,487            

千円

千円

318                

14,765             

16,283            千円

9,578              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

138,067           千円 147,645           

千円2,487              

-                     

94,652            

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2,487               

千円

143,646           

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 -                    

6,705              



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

％

％40.52306974

41.02394278

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点）

-                     

147,645           

-                     

-                     

40.70529554

千円

千円

％

94,218             

53,427             

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

53,427             

158,411           

94,218             

53,427             

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90,591             

千円

千円

千円

千円

158,411           

64,193             

平成20年度 平成24年度

千円90,591             

37,164             

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147,645           

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

94,218             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

249,002           

101,357           

249,002           千円

千円千円

千円147,645           

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24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

ー

-                                     

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

人

人

-        

平成24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23年度末 平成24年度末予定 相談員数-        相談員数

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23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24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成23年度末

④その他

処遇改善の取組

○

千円

300,000                            

5,771                               

３．基金の管理

千円

101,357                            千円

①報酬の向上

平成24年度末予定

-                                     千円

-        

平成24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24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

昨年度に引き続き、今後一層の研修機会の確保に努めていく。

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 106,976                            

8        相談員総数

-        

#VALUE!

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

152                                  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
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