
平成 年度25

宮崎県 事業計画

都道府県コード 450006



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）

管内市町村予算総額

基金取崩し額

16,461                        29,566                        

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

2,827                          

7,069                          

-                                

3,823                   

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

60,104                                                           

60,799                                                            

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

996                            

60,104                 32,777                        

190,635                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

27,327                        

都道府県予算

消費者行政予算総額

129,836                                                          

-                                

合計

970                            970                      

46,027                 

-                                

2,215                          

-                         

-                                

-                         

9,284                   

事業計画【総括表】

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

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                         

平成 25 年度 宮崎県

事業名

-                                

↑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

実施形態

基金取崩 額

①参加者総数

②年間研修総日数

32                       

③参加自治体

,

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

32%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

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

別表１ 都道府県実施事業分

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

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）

事業名
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費 対象経費事業の概要

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）

無料弁護士相談会の開催 891            891             

旅費、役務費

弁護士への謝金及び旅費

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）

マスメディアによる広報等

人件費

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）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

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）

相談員の県内外での研修への参加支援

28,823        28,675         委託料、役務費

32,925       

消費生活相談員報酬等

996            

2,215           

996             

合計

2,215         

32,777        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（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）

（強化）

（既存）

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）

（既存）

（既存）

（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・機能事業名

（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

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

（既存）

（既存）

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）

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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）
⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（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

消費生活相談員は国民生活センター等で実施される研修等に年１回参加。弁護士を講師とした勉強会を月１回開催。

消費生活相談員は国民生活センター等で実施される研修等に年２回以上参加。

消費生活相談員を県消費生活センターに５名、同都城支所に３名、同延岡支所に３名配置し、消費者の相談に対応している。

県消費生活センターの相談員を平成２１年度から１名増員し、相談体制の充実を図っている。

県内の消費者に対し、一日消費者スクール、若年者啓発事業、みやざき消費者フェアなど各種講座を開催。

テレビＣＭの作成・放送、新聞広告掲載、ＤＶＤの作成等

県内の３つの消費生活センターにおいて、弁護士無料相談会を実施する。



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1       

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

参加者数

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型

1,640             

年間研修総日数 人日 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）

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       2,215            

対象人員数計 追加的総費用



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

694             

相談員向け法律相談等（弁護士）宮崎市 276             276             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）

概要

キャビネット等の備品購入、電話回線等設置、専門図書
の購入、センター出入口の設置

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
延岡市、日南市、串間市、三股町、川南町、椎葉
村

694             

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

2,831          

消費生活相談員の報酬等

国民生活センター等の研修参加支援2,827          

宮崎市、延岡市、日南市、日向市、三股町 13,976 7,069

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向
市、串間市、えびの市、三股町、川南町、都農町

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向
市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原
町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、西米良村、
木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉
村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町

⑧消費生活相談体制整備事業

無料法律相談会の開催

消費生活相談員の報酬等

2,273          
宮崎市、都城市、延岡市、日向市、三股町、高鍋
町、西米良村、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

宮崎市、延岡市、日南市、日向市、三股町 13,976        

消費者被害防止のための各種広報、啓発活動、啓発グッ
ズ等の購入

7,069        

14,431         14,188         

2,298          

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

27,327        合計 34,506        



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

対象人員数

人日

10,933            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

7       

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

7       13,055            

対象人員数
（報酬引上げ）



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

60,104            

千円

32,777            

27,327            

①都道府県の消費者行政予算

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

148                

交付金相当分

千円

-3,485            千円 32,777             千円

前年度差

-2,786             

平成24年度 平成25年度

千円

36,262             

積増し相当分

千円

132,622           千円 129,836           

千円

チェック項目

-

25%

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

27,327             29,666             

97,059             96,360             

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

190,635           192,219           

千円

59,597             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

699                千円

千円

千円

千円

3,541              

-                  千円

-千円

-2,339            

1,202               

-

千円 60,799             

32%

45%

-5,824            

-1,584            -

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 126,291           千円 130,531           4,240              

29,931             

千円

65,928            

千円

千円

千円

千円千円 33,472             

-

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 -                    

60,104            

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

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



２－２．消費者行政予算について②

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

-                     

130,531           

97,059             

-                     

-                     

-                     

千円

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

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

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

33,472             

31.52831327

千円

％

％

％44.94646294

25.24492437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



２－３．消費者行政予算について③

97,059             

60,799             

33,472             千円

千円

千円

千円

千円

33,472             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

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

千円

129,836           

32,777             

129,836           

平成20年度 平成25年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

60,799             

27,327             

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

190,635           

60,104             

190,635           

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

97,059             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

130,531           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円130,531           千円



３．基金の管理

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）

148                                  

千円

60,104                              千円

平成25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） 12,000                              

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 60,092                              

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）

12                                    千円

千円

292,800                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

148                                  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

具体的内容

報酬単価引上げ（8,000円→8,300円）

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

うち委託等の相談員

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

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

平成24年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

12       

12       相談員総数

相談員数

相談員数

12       

平成25年度末予定

人

12       人


