
都道府県コード 430005

平成 年度25

熊本県 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

↑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】平成 25 年度 熊本県

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                         

10,435                 

事業名

-                                

-                                

1,056                   

-                                

2,835                          

10,435                        

合計

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

7,873                   5,038                          

99,435                 41,620                        

205,537                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

57,815                        

-                         

25,222                 25,222                        

1,056                          

４.消費生活相談体制整備事業

54,849                 

取崩し割合

99,435                                                            

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

③参加自治体

①参加者総数

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

消費者行政予算総額

83,377                                                            

-                                

合計

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

48%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

管内市町村予算総額

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

19,323                        35,526                        

122,160                                                          

都道府県予算

-                                

①参加者総数

②年間研修総日数

12                       

15,087                                                            

10                       

基金取崩し額

41%



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）

41,620        合計

対象経費

講師謝金、講師旅費、会場借料

事業の概要

・市町村に対する県消費生活センター相談員の派遣
・市町村の庁内連携、広域連携推進支援

41,620       

事業名

4,138          

基金（交付金
相当分）
対象経費

事業経費

900              

4,138           

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

900            

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） 市町村の消費生活相談員等に対する研修会開催

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

17,935         
弁護士、専門相談アドバイザー謝金、先駆的プログラム（旅費、
書籍・事務用品費、会場借料、団体への補助金）、委託料（生
活再生支援事業）

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
※被災４県は２５年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

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

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

1,056          1,056           

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

17,935        
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）
※先駆的事業は当該欄に記載

・顧問弁護士・ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ設置、先駆的プログラム事
業

市町村支援を行う県消費生活相談員等の研修参加支援 旅費、教材費

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）

テレビ等による消費生活センターのＰＲ，消費者教育推進協議会の開
催及び消費者教育の実態調査、県警による悪質事業者犯罪被害防
止のための啓発活動

職員・相談員派遣旅費、資料代、郵送料等

17,591        17,591         
テレビＣＭ等放送委託料、消費者教育推進協議会（委員報酬、
旅費、資料等印刷費）、実態調査（臨時職員人件費、印刷代、
郵送料等）、県警啓発グッズ代

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）

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

顧問弁護士・ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ設置、庁内連携・相談ﾏﾆｭｱﾙ作成、多重債務対策研修派遣、生活再生支援事業周知広報、先駆的プログラ
ム事業（適格消費者団体設立の促進）、生活再生支援事業委託料

なし

テレビ等による消費生活センターのＰＲの実施、消費者教育推進協議会の開催及び消費者教育の実態調査の実施、県警による悪質事業者犯罪被害防止のための啓発

なし

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

なし

市町村消費者行政担当職員（行政職員のみ）向けの研修実施（１回）

市町村消費者相談担当者（行政職員、相談員）向けの研修（3回）、多重債務問題対策研修会（1回）、消費生活相談員研修会（３回）実施

研修は相談員の自費で参加。

県消費生活センター相談員が市町村に対して巡回指導を行う。また、市町村における庁内連携及び広域連携の推進支援を行う。

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

（強化）

（強化）

（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

（既存）

（既存）

国民生活センター等開催の研修に、市町村支援を行う県の消費生活相談員等を派遣（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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

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

（既存）

（既存）

（強化）

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） （強化）

（強化）

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）
※被災４県のみ （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※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。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（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）
※先駆的事業は当該欄に記載

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）



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3,710           

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）

25    1,520           

対象人員数計 追加的総費用

人日

法人募集型自治体参加型

25    

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人人参加者数

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）

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

年間研修総日数 人日

実地研修受入人数



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）

合計 105,798      57,815        

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

12,757         

2,333          

9,420          9,425          

7,570          

国セン、県主催等研修参加支援2,835          

2,333          宇土市、宇城市

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名
市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草
市、宇城市、阿蘇市、合志市、玉東町、菊陽町、
小国町、高森町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、甲
佐町、山都町、多良木町

67,543         

住民、学生向けの啓発出前講座等実施、弁護士無料相
談会、巡回相談会

25,222         

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名
市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草
市、宇城市、阿蘇市、合志市、南関町、長洲町、
菊陽町、南小国町、小国町、高森町、南阿蘇村、
御船町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北
町、津奈木町、多良木町、水上村、相良村、山江
村、球磨村

地域婦人会と連携して行う活動（見守り、啓発）に対する
補助

相談員の報酬引き上げ、及び平成２１年度以降に雇用
した相談員の報酬等

見守りネットワーク養成講座、庁内連携連絡会議、先駆
的プログラム

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要

参考図書購入、窓口周知チラシ作成、相談室増築①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池
市、宇土市、上天草市、阿蘇市、長洲町、大津
町、菊陽町、高森町、南阿蘇村、嘉島町、甲佐
町、山都町、山江村

10,466         

事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

10,375         

弁護士、司法書士等専門家活用玉名市 60              60              ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

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）

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）

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名
市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、美里
町、南関町、長洲町、菊陽町、南小国町、高森
町、西原村、南阿蘇村、山都町、氷川町、芦北
町、津奈木町、錦町、水上村、相良村、五木村、
山江村、球磨村

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） 3,214          

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）
※先駆的事業は当該欄に記載

人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、阿蘇
市、長洲町、玉東町、和水町、南阿蘇村、山都
町、多良木町、相良村、山江村



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．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

40      

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

参加者数

法人募集型実施形態 自治体参加型

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）

44      28,724            

人

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

6       

人日

28,511            



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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

6,989 千円 -

6,989 千円 42%

-

0 千円 -

8,098 千円 -

8,098 千円 41%

-

0 千円 -

15,087 千円 -

15,087 千円 41%

-

0 千円 -

千円

千円

千円

-                   

225,179          

125,749          -26,314          

千円

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

千円

58,388            

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち先駆的事業対象

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

チェック項目

-

50%

5,458             

11,415            

-

-

-

-

-

47%

-

-

-

-

千円

106,102          

千円

-                   千円

99,435            

千円

千円

千円

千円

-19,642          

-                   

99,430            千円 6,672             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

52,357            

64,345            

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

5,957             

千円

千円41,042            千円

千円 57,815            

122,160           110,745           

千円 83,377            

千円

-31,057           

41,757            715                千円

千円-                   

73,392            

千円

114,434           千円

-31,772          千円 41,620            千円

千円

205,537          

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

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

15,087            

千円

前年度差

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

①都道府県の消費者行政予算

平成24年度 平成25年度

-                    千円

別表３ 基金の管理等

99,435            

千円

41,620            

57,815            

積増し相当分

交付金相当分 千円

-

千円 48%

-

千円

千円

千円

-                   

千円



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

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

25                  

12                  

％

％8                    

うち管内市町村

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

人

人

人

千円

83,400            

千円752,452           

千円

千円

％

627,295           千円

125,157           

うち管内市町村 73 人

うち管内市町村 562,950           

93                  

12

81

646,350           

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 83                  人

うち都道府県 10 人

10                  ％

21                  ％

7                    ％



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費 43,867            千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

69,666            

千円

千円

千円

205,537           

99,435            

135,871           千円

千円

25,799            千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 69,666            千円 千円106,102           千円36,436            

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

25,799            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成25年度

千円①都道府県の消費者行政予算 47,867            千円

千円

122,160           

57,815            

うち基金（交付金相当分）対象経費

35,510            

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 千円

千円

千円

平成20年度

38,546            千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

64,345            うち基金（交付金相当分）対象外経費

-2,110            

96,361            

83,377            

41,620            千円

41,757            



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

千円

人

-99,435                           千円

千円

人

設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

千円

千円平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

-15,087                           

-        

設置当初の基金残高（積増し相当分）

消費生活相談員の配置

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

15,087                             

③就労環境の向上

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末の基金残高（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成25年度末予定

平成25年度末予定

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

相談員数

相談員数平成24年度末

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

千円

千円

相談員数

相談員数

相談員数

平成24年度末

平成25年度末予定

相談員総数平成25年度末予定

千円

99,435                             

千円

-        

④その他

処遇改善の取組

平成24年度末うち委託等の相談員

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

３．基金の管理

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）
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