
都道府県コード 420000

平成 年度25

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

↑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

32                       

基金取崩し額

37%

71,352                                                            

４.消費生活相談体制整備事業

都道府県予算

①参加者総数

②年間研修総日数

36                       

7,481                                                             

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

15,803                        

-                                

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

41%

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。）

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

99,319                                                            

-                                

合計

-                                

23,637                        15,512                        39,149                 

取崩し割合

70,499                                                            

7,649                   -                                

70,499                 18,190                        

170,671                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

52,309                        

-                         

18,481                 

事業名

-                                

2,678                          

-                         

-                                

7,649                          

5,084                          

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

136                            136                      

5,084                   

事業計画【総括表】平成 25 年度 長崎県



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）

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）

・高齢者の安全・安心のための見守り活動支援事業
・高齢者見守り講座及びトラブル未然防止出前講座事
業

3,512         3,512           

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

広報啓発テレビ委託事業 12,000        12,000         

啓発物資制作費・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）

報酬・報償費

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

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

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

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）

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

18,190       

テレビ番組制作委託費

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

食品の安全・安心対策強化事業

基金（交付金
相当分）
対象経費

2,678           

事業経費

2,678         

18,190        

対象経費事業の概要

合計



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

（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）
※先駆的事業は当該欄に記載

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）

（既存）

（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）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（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）

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）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

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）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
（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。

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

高齢者を消費者問題から回避するため、訪問事業を行う。

食品の生産・流通に係る現場情報を、公開する必要がある。

食品の安全・安心対策強化事業

広報啓発テレビ委託事業

・高齢者の安全・安心のための見守り活動支援事業　　・高齢者見守り講座等及びトラブル未然防止出前講座事業

高齢者などの情報弱者を消費者問題から回避するため、メディアを活用し広報啓発活動を行う。



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

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）

実地研修受入人数

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

2,678            

参加者数 人

自治体参加型 法人募集型

1,500             

年間研修総日数 人日

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）
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）

人日

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）

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）

長崎市・佐世保市・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・東彼杵町・波佐見町・小値賀町・佐々町・新上五島町

佐々町

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）

弁護士相談謝礼長崎市・大村市 505             505             

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

基金（交付金
相当分）対象

経費計

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）

4,579          

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要

チラシ、ポスター作成・執務参考図書・
消費生活相談所開設経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 長崎市・佐世保市・平戸市・対馬市・南島原市 4,683          

事業経費計

136             136             

7,649          

賃金・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料

相談員賃金・社会保険料7,649          

島原市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・五島市・雲仙市・
南島原市・西海市・東彼杵町・小値賀町・佐々町・新上五島町

34,680         

委託料・需用費・啓発チラシ、パンフレット作成

15,803         

長崎市・佐世保市・島原市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・雲
仙市・
南島原市・西海市・長与町・東彼杵町・波佐見町・小値賀町・新上五島町

印刷製本費・配布手数料
こどもを自転車事故から守るプロジェクト事業

14,680         

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

14,618         

9,019          9,019          
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

島原市・大村市・波佐見町

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

合計 71,352        52,309        



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

人

対象人員数計 追加的総費用

14      20,841            

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

人日

17,204            

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）

研修参加・受入要望

年間研修総日数 70       

法人募集型実施形態 自治体参加型

人日

参加者数 6        

12      

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数



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）

0 千円 -

0 千円 18%

-

0 千円 -

7,481 千円 -

7,481 千円 63%

-

0 千円 -

7,481 千円 -

7,481 千円 37%

-

0 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

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

70,499            

千円

18,190            

52,309            

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                   

交付金相当分

前年度差

8,728              

平成24年度 平成25年度

52,309            

170,671          

-                    千円 -                    

千円

-18,974          千円 18,190            千円

千円

37,164            

249,002          

64,193            

81,129            53,427            千円

-                    

千円

158,411           

94,218            

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）対象外経費

147,645          千円 100,172          

19,043            

70,499            

積増し相当分

千円

千円

千円

千円

千円

千円

27,702            千円

千円

-                   千円

-千円

-11,884          

-87,059           

千円

90,591            千円 99,319            

千円 71,352            

41%

千円

73%

-30,858          

千円 千円 -

千円

-

-75,175          

千円

千円

-

-

チェック項目

-

18%

-

-

-                   

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 -47,473          

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

-78,331          

-                   -                   千円 千円

-                    

101,357          

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

千円

-

-

-

うち先駆的事業対象

-

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



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

32                  ％

16                  ％

53                  ％

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

13,900            

127,972           

95,029            千円

うち管内市町村 人

千円

％

％

％

32,943            

4                    

2

2

27,800            

13,900            

61                  

16                  

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数（平成25年度末時点）

36                  

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

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



２－３．消費者行政予算について③

81,129            

71,352            

99,319            

18,190            千円

81,129            

千円

100,172           

千円

19,043            千円

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 2,678              千円

千円

千円

99,319            

千円

千円

71,352            

52,309            

平成20年度 平成25年度

千円

千円

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100,172           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 18,601            

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 15,923            

-                    千円

19,043            うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

千円

千円

170,671           

70,499            

170,671           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

平成24年度末

３．基金の管理

相談員数

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

具体的内容

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

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

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

④その他

処遇改善の取組

70,499                             千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

昨年度に引続き、今後一層の研修機会の確保に努めていく。

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 73,655                             

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

7        相談員総数

相談員数

相談員数

7        

平成25年度末予定

千円

7        

1        

8        

設置当初の基金残高（積増し相当分） 5,000                              

-                                    

消費生活相談員の配置

相談員数

-                                    

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）

110                                 千円

千円

300,000                           設置当初の基金残高（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）

千円

千円

千円

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

人

3,266                              千円

千円

人
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