
都道府県コード 430005

平成 年度26

熊本県 事業計画



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）

⑮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）

顧問弁護士・スーパーバイザーの設置、テレビ等CM広
報事業、多重債務者再生支援事業

        26,974          26,974
法律相談謝金、スーパーバイザー謝金、テレビCM等委託費、生
活再生支援事業委託料、打ち合わせ旅費、資料作成費、広報
物郵送代

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（先駆的事業）

県警との連携を密接にするための「相談コーディネー
ター」の設置、県警における特殊詐欺被害防止アドバイ
ザー設置、自動録音装置の設置

           9,113

コーディネーター報酬・共済費・旅費、意見交換会等資料作成
費、窓口周知用チラシ作成費、警察署との連絡用電話代、周知
チラシ郵送代、意見交換会会場費、特殊詐欺被害防止アドバイ
ザー報酬・通勤手当・共済費・旅費、自動録音器設置費

          9,113

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）

高齢者等の消費者被害防止のため、市町村における見
守りネットワーク体制整備を後押しする。

          2,500            2,500

参加旅費、参加料

補助金

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）

消費者教育推進協議会の開催及び消費者教育推進計
画の策定。消費者行政の推進への教育が可能な人材の
育成。

旅費、打ち合わせ資料作成費、郵送費、通信費、高速道路使用
料

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

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）

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

⑯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26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

市町村支援を行う県消費者行政担当職員（相談員を含
む）のレベルアップのための研修参加支援

          2,523            2,523
委員報酬、委員旅費、協議会資料代、開催通知郵送料、資料郵
送料

48,106       

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

          4,273

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）
市町村消費者行政担当職員の資質向上のための研修
会開催

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

事業名

庁内連携・広域連携推進支援

          1,717

交付金相当分
対象経費

           1,006

事業経費

           4,273

           1,717

          1,006

合計 48,106        

対象経費

委託料、委託先選考委員謝金、委員旅費、講師謝金、講師旅
費、講師との打ち合わせ旅費、研修資料代、受講者・講師への
通知郵送料、会場使用料

事業の概要



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

県警との連携を密接にするための「相談コーディネーター」の設置、県警による「特殊詐欺被害防止アドバイザー」の設置、勧誘電話の自
動録音装置設置。

（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）

⑮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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

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）

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26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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（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

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）

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

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（既存）

（既存）

（強化）

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)

消費者行政担当者(行政職員、相談員)研修会(３回)、多重債務問題対策研修会(１回)、消費生活相談員連絡会議(１回)

研修は相談員の自費で参加。

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

なし

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。

なし

消費者教育推進のための協議会を開催し、消費者教育推進計画を策定する。また、市町村の相談窓口や地域において消費者行政の推
進への教育が可能な人材を育てる。

見守りネットワーク体制が既に整備されモデル的な取り組みを行っている団体や、今後ネットワーク体制整備に向けた活動を行おうとしてい
る団体等を対象として、その活動経費を市町村を通じて助成する。

なし

顧問弁護士・スーパーバイザー設置、テレビCM等放送事業の委託、生活再生支援事業（周知広報を含めた事業委託)

なし



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

６．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

実地研修受入人数参加者数

対象人員数計 追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

年間研修総日数 人日 人日

2,523           

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    

追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計

25    



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）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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（先進性・モデル性の高い事業）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

玉名市②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

概要

参考書籍購入、パンフレット作成、チラシ作成、専用車両
賃借料、備品購入（ノートパソコン、電話録音装置、ICレ
コーダー、デジタルカメラ、脇デスク、電話設置工事）、消
費生活相談業務町村負担金、広域連携周知リーフレット

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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、合志市、菊陽町、高森町、南阿蘇村、
御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、錦町、湯前
町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎ
り町

4,044          3,896          

520             520             

73,366         

13,577         

専門家謝礼、委託料

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
交付金相当
分対象経費

計

補助金(被服費、活動旅費、飼料代、印刷代、チラシ・ポ
スター・グッズ等製作費)

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

国セン、県主催等研修参加支援3,784          

27,748         

出前講座チラシ、センター啓発グッズ、情報誌掲載、パン
フレット・リーフレット・冊子・ブックレット・カレンダー・回覧
板・チラシ・シール図書の作成・購入、消費生活アドバイ
スカレンダー作成、出前講座、弁護士・司法書士相談
会、小学生への消費者教育、

690             宇土市、宇城市

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

4,277          

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）

熊本市、八代市、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、宇城市、阿蘇市、天
草市、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

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、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、益
城町、甲佐町、山都町、多良木町、相良村

8,063          

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、合志市、美里町、玉
東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、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、水上村、相良村、五木村、山江村、球
磨村

46,249        

690             

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（先駆的事業）

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）

1,553          

見守りネットワーク養成講座開催費(会場借り上げ料、講
師謝金、）、消費者被害防止連絡会議（見守りネットワー
ク）の開催（旅費、費用弁償、講師謝礼、資料代）、広域
連携周知チラシ印刷費、庁内連携勉強会・研修会（弁護
士委託料、謝礼、旅費、専門アドバイザー謝金）、多重債
務対策（フィナンシャルプランナー謝礼、旅費）、

98,027        

1,548          
人吉市、荒尾市、玉名市、阿蘇市、天草市、玉東町、長
洲町、山都町、相良村

合計



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

28,463            

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）

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

人

46      

自治体参加型

研修参加・受入要望

人

47      53,340            

対象人員数
（報酬引上げ）

7       

実施形態

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

人日

法人募集型

人日年間研修総日数



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）

9,113 千円 -

9,113 千円 0.407450366

-

0 千円 -

千円 -

千円 42%

-

0 千円 -

9,113 千円 -

9,113 千円 41%

-

0 千円 -

94,355            

千円

48,106            

46,249            

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

交付金相当分

46,249            

206,220          

前年度差

22,252            

前年度 今年度

-                    千円 -                    

千円

16,415            千円 48,106            千円

193,256          

62,844            

47,594            41,757            千円

64,271            56,964            

千円

千円

31,691            

-                    

千円

119,808           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち交付金相当分対象外経費

積増し相当分

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

5,837             千円

千円

42%

-180              

千円

-                   千円

-千円

-16,595          

-9,288            

千円

-

7,307             

千円

73,448            千円 95,700            

千円 110,520           

46%

千円

-

千円 -

千円

-                   

-

チェック項目

-

50%

-

-

うち交付金相当分取崩し額を除いた経費 111,865          13,144            

94,355            

12,964            

-                   

98,721            千円

94,535            

うち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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

うち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



２－２．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

9                   ％

21                  ％

6                    ％

うち管内市町村 73 人

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

％

％6                    

26                  

604,650           

806,865           

137,944           

668,921           

90,350            

千円

②定数内の消費者行政担当者数（前年度末時点）

10                  

千円

千円

％

100                 

13

87

695,000           

人

人

人

千円

千円

千円うち管内市町村

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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた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



２－３．消費者行政予算について③

3,727              

84,464            

38,215            千円

千円

千円

千円

千円

41,942            

64,271            うち交付金相当分対象外経費 26,056            千円

うち交付金相当分対象経費

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 -                    千円

千円

千円

95,700            

48,106            

51,833            

平成20年度 今年度

千円

千円

うち交付金相当分対象経費 千円

110,520           

46,249            

千円

うち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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 53,340            千円

うち交付金相当分対象外経費 69,923            千円 千円111,865           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 53,340            

千円

千円

206,220           

94,355            

136,297           

千円

千円

69,923            千円

千円

千円

千円

26,056            千円

47,594            うち交付金相当分対象外経費 43,867            千円

①都道府県の消費者行政予算 43,867            千円

うち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

３．基金の管理

具体的内容

通勤手当の支給開始

相談員総数

相談員数 人

人

-        

前年度末

12      

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

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

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

前年度末うち委託等の相談員

94,355                             千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

県消費生活センターの全相談員の件参加旅費を支援

消費生活相談員に助言を行う弁護士、スーパーバイザーの設置

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 105,803                           

ー 今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

相談員数

25      相談員総数

相談員数

相談員数

13      

今年度末予定

13      

12      

25      

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

千円

千円

330,149                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

-                                    

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

390                                 

-                                    千円

人

71,826                             千円

千円

人

今年度の基金上積額（交付金相当分） 59,988                             千円

千円



別添

自治体名 熊本県

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
消費生活広報事業

⑤

潜在的な相談掘り起しのためのテレビ・ラジオ等の広報媒体を
活用した消費者被害の注意、消費生活センターのPRを行う 15,000

多重債務者生活再生支援事業

⑤

多重債務者に対する生活再生相談及び生活再生貸付の実施
（NPO法人への委託事業） 10,009

計 25,009

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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