
都道府県コード 400009

平成 年度25

福岡県 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

事業計画【総括表】

合計市町村事業名

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

都道府県

平成 25 年度 福岡県

-                                

-                                -                                

12,109                        

12,255                        12,255                        

4,448                          

-                                

63,368                        

235,400                      83,954                        

390                            390                            

147,278                      

-                                -                                

66,345                        

②年間研修総日数

③参加自治体

611,062                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

151,446                      

都道府県予算

消費者行政予算総額

167,099                                                          

-                                

合計

管内全体の研修参加

39%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

80,933                        

235,400                                                          

443,963                                                          

法人募集型

自治体参加型

①参加者総数

②年間研修総日数

39                              

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

7,661                          

50,597                        12,771                        



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）

733            

対象経費

講師謝金、講師旅費、教材作成・購入費、会議費

-                費用弁償、旅費、教材費

基金（交付金
相当分）
対象経費

390             

12,771         

事業経費

4,448           4,448         

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

レベルアップ研修の開催、相談事例検討会の開催

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支
援）

相談員、消費者行政担当職員の派遣研修

悪質事業者に対する法執行・指導の強化

消費者被害防止のための教育・啓発の強化

県センター相談員による市町村への助言指導

消費者庁創設に伴い増大した業務に対応して整備し
た相談体制等の維持に要する経費

240             

調査・業務委託料

法執行担当職員の費用弁償

390            

非常勤職員の報酬、社会保険料、常勤職員の時間外勤務手
当

非常勤職員の費用弁償

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新
規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

事業の概要

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

83,954        合計 84,709       

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

12,793        

テレビＣＭ放映委託料、管内市町村窓口職員への助言・指導
を行う相談員の費用弁償、啓発講座講師謝金・旅費、講座パン
フレットの製作、多重債務に係る個別相談・指導業務委託料

49,430         

消費生活に対する県民意識調査
悪質事業者による消費者被害防止注意喚起事業

16,675        16,675         

49,430        

240            



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

○経験豊富な相談員が管内市町村を巡回し、当該市町村の相談担当職員に対して助言・指導を行う。

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

管内の相談員を対象とした集合研修を年１回開催

国民生活センターが行う研修参加の機会を増やす。経済産業省が実施する研修へ参加する

なし

○悪質事業者に対する法執行・指導強化のため、嘱託職員２名を配置する
○消費者庁創設に伴い増加する業務を円滑に実施するため、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力時間の短縮、事業者指導・法執行機能の強化などに対
応する
○あっせんを要する事案の増加のため、消費生活相談員によるあっせんの強化を図る

（既存）

（強化）

（既存）

（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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

○事例検討会の開催
県内の相談員及び相談担当者を対象に年６回実施
○レベルアップ研修の実施
・県内の消費者行政担当職員を対象に相談業務に必要な基礎的知識について研修を行う（６回）
・県内の相談業務担当者を対象に第一線で活躍する弁護士やファイナンシャルプランナーを講師とした法律や金融について研修を行
う（６回１０テーマ）
・県内の相談員及び消費者行政担当者を対象に相談対応の技法について実習を含めた研修を行う（４回）

相談員及び行政職員が国民生活センターや全国消費生活相談員協会が行う研修に参加

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

事業名

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

（強化）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新
規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化が対象。

（既存）



なし

○悪質事業者に対する法執行･指導強化のために、嘱託職員の研修参加及び消費者聴取を実施する。

なし

○消費生活に関する県民意識調査を実施する。
〇悪質事業者グループの名簿登載者に対して、注意喚起のダイレクトメール送付、コールセンターからオペレーターが架電し、防犯指
導を行う。

（強化）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

なし

○悪質商法の被害防止のため、センターへの相談を促すテレビコマーシャルを放送
○若年者の被害防止のため、教育機関と連携し、県内の高校生・大学生・専門学校生を対象に啓発講座を開催する（目標150回）。
○小学生・中学生・高校生に対する消費者教育の進め方について、教員向け講座を開催する。
○高齢者の悪質商法被害防止のため、啓発パンフレットや啓発講座教材を作成・配布する。
○多重債務者等に対して生活管理を含めた家計指導を行い、生活更正を指導し、多重債務者の増加防止を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載）

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

追加的総費用

年間実地研修受入総日数 人日

人人

研修参加・受入要望

法人募集型

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

1,488             

年間研修総日数 人日

追加的総業務量（総時間）

25     12,793           

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

13     

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

12     

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

自治体参加型



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）

●相談員等の人件費

●県センター主催研修等参加者の旅費7,341          

50,597         

8,299          

73,232         

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

320             

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

●相談員研修開催費367             

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

福岡市、大牟田市、久留米市、田川市、柳川市、
八女市、大川市、行橋市、豊前市、小郡市、筑紫
野市、大野城市、太宰府市、古賀市、朝倉市、糸
島市、那珂川町、宇美町、志免町、新宮町、久山
町、芦屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、川崎町、
吉富町、上毛町

14,877         10,165         

事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

●弁護士報酬北九州市、大牟田市、八女市、宗像市 2,090          2,090          

概要

●来館者へ啓発、事業の周知
●インターネットセキュリティーアップ
●参考用図書の購入
●コードレス電話機の購入
●住民周知用チラシ
●講座用音響機器の購入
●周知用パンフレット

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

北九州市

福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、
柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前
市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、福津
市、朝倉市、糸島市、那珂川町、宇美町、志免
町、新宮町、水巻町、遠賀町、筑前町、福智町

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方
市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、行橋市、豊前市、小郡市、筑紫野市、春
日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福
津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、志免
町、芦屋町、水巻町、遠賀町、筑前町、添田町、
川崎町、福智町、苅田町、吉富町、築上町

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



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）

合計 180,927      151,446      

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

法人募集型実施形態 自治体参加型

人

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）
⑫域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

築上町

参加者数

1,974          

129             129             

1,974          

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

180             

●訪問販売事業者講習会の開催経費

●情報誌掲載料
●啓発物資の作成
●消費者教育推進基礎調査委託料
●消費者講座開催経費
●多重債務対策連絡会議研修会
●全戸配布パンフレットの作成・購入費
●弁護士等による相談会の実施

●コミュニティー放送による消費者啓発番組の放送

●グループ活動支援事業審査員講師謝礼等

79,779         78,650         

北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方
市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、行橋市、豊前市、小郡市、筑紫野市、春
日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福
津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま
市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免
町、須恵町、新宮町、久山町、芦屋町、水巻町、
岡垣町、遠賀町、鞍手町、桂川町、筑前町、大刀
洗町、広川町、香春町、添田町、川崎町、大任
町、苅田町、吉富町、上毛町

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

福岡市

北九州市

人日

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

180             

人日



３．消費生活相談体制整備事業（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

96      57,130            

対象人員数
（報酬引上げ）

23      

40,093            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

93      

追加的総業務量（総時間）



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

498,936           

332,583           

-1,356            4,501              

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

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

365,577           

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

千円

120                 

千円

千円 3,145              

235,400           

千円

611,062           

千円

-123,274         

千円

千円

千円千円 292,517           

千円

うち基金（交付金相当分）取崩し額

375,662           -

39%

チェック項目

-

50%

-

-

-

-220,457         -

千円 -

千円

-12                

-

千円

34%

-97,183           

千円

-73,060           

-1,344            千円

-千円

-116,278         

-189,338          

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-50,214           千円

千円

3,025               

151,446           267,724           

83,145             133,359           

千円 443,963           

千円

19,095            千円 83,954             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

132                 

千円

633,301           

前年度差

-31,119           

平成24年度 平成25年度

千円198,218           千円 167,099           千円

831,519           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

交付金相当分

うち基金（交付金相当分）対象外経費

235,400          

千円

83,954            

151,446          

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

別表３ 基金の管理等

積増し相当分

①都道府県の消費者行政予算

4,369               

64,859             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



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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

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

-                     

人

人

人

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

38.52309586

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

-                     

千円

％

292,517           

うち管内市町村

うち都道府県 ％

％34.11230215

50.24207207

-                     

375,662           

83,145             

-                     

千円

千円

千円

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



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

83,145             うち基金（交付金相当分）対象外経費 94,168             千円

83,954             

千円

387,757           千円 千円

千円235,400           

223,305           

千円

50,477             

611,062           

千円

千円

千円

293,589           千円

151,446           

千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

443,963           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 387,757           千円 千円375,662           

72,931             

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

平成20年度 平成25年度

千円①都道府県の消費者行政予算 94,168             千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 12,771             千円

千円

千円

167,099           

千円

-11,023           

150,374           

千円

千円

-12,095           

292,517           うち基金（交付金相当分）対象外経費 293,589           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

-1,072             千円

63,248             



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

平成25年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額（交付金
相当分）

11,966                              千円

980,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

３．基金の管理

-                                     

-                                     千円

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

人

13       人平成25年度末予定 13       相談員総数

千円

千円

千円

消費生活相談員の配置 相談員総数平成24年度末

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

490                                  

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

相談員数

相談員数平成25年度末予定

平成24年度末

平成24年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

相談員数 13       

平成25年度末予定

平成25年度末予定13       

千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

千円

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 239,898                            

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 16,954                              千円

相談員数

235,400                            

処遇改善の取組

平成24年度末うち委託等の相談員

相談員数

具体的内容

相談員数 人

人

④その他
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