
都道府県コード 390003

平成 年度21

高知県 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）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

11,664                        

消費者行政予算総額

56,335                                                            

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業 9,402                          

154                            

-                                

合計

-                                

-                                -                                

-                                

50                              

-                                

2,262                          

-                                

50                              

-                                

②年間研修総日数

31,954                        

-                                

16,644                        

-                                

-                                1,978                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 15                              

1,347                          3,179                          

840                            180                            

-

管内市町村予算総額

15,310                        

169                            

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 1,978                          

実施形態

基金取崩し額 31,954                                                            

30,894                                                            

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

①参加者総数

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

-              

-              

事業計画【総括表】

事業名 市町村都道府県

平成 21 年度 高知県

（７）食品表示・安全機能強化事業

-                                

3,692                          14,074                        （１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

-                                

1,832                          

10,382                        

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

660                            

-

①参加者総数

②年間研修総日数

-              

-              

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

37%

87,229                                                            



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） （単位：千円）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

16,644        16,644               

15                      

-                       

1,978                 

-                       

-                

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

-                

541                    

-                

管内の相談員を対象としたレベルアップ研修の開催（８回）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

事業名 事業の概要

消費生活センターの拡充（平成22年３月下旬予定）

-                       

⑦消費生活相談窓口高度化事業 660                    弁護士・司法書士の活用（月２回）

相談員の研修参加支援（９回）

講師謝金（660千円）

806             

旅費（15千円）

-                       

-                

講師謝金（71千円）、旅費（13千円）、啓発用冊子・ＤＶ
Ｄ購入費（379千円）、啓発用リーフレット印刷費（1,128
千円）、啓発用リーフレット等発送費（61千円）、広告料
（476千円）、啓発用機器購入費（134千円）

事業者指導・法執行の強化及び市町村窓口の支援の強化 1,978          

660             

-                

541             

対象経費

旅費（799千円）、研修費（7千円）

事業経費

10,382         

-                

基金（交付金相当
分）対象経費

-                       

報酬(1,715千円）、費用弁償（48千円）、社会保険料
（243千円）

消費者啓発の強化のための活動及び消費者被害の防
止のための広報

2,262          2,262                 

市町村窓口への市町村支援担当の専任相談員の派遣 15               

合計

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

-                -                       

講師謝金（269千円）、講師旅費（209千円）、会場借料
（63千円）

806                    

事務所の改修費（10,382千円）10,382                

-                       



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

なし。

県立消費生活センターに配置する市町村担当の専任相談員を市町村窓口に派遣。

（既存）

（強化）

（既存）

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

事業者指導・法執行及び市町村支援の強化を図るため、本課及び県立消費生活センターに非常勤職員を各１名配置。

消費生活講座を開催（５回）、学校や団体に対する啓発や啓発チラシの全戸配付。タウン誌及び求人情報誌に窓口情報の掲載（５社、計13回）。

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

⑦消費生活相談窓口高度化事業

国民生活センター等の研修に消費生活相談員１人あたり年２回以上派遣。

なし。

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

国民生活センター等の研修に消費生活相談員１人あたり年１回派遣。（既存）

（強化）

（既存）

事業者指導・報執行部門には専任職員１名及び県立消費生活センターには非常勤職員７名の体制。

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

管内の相談員を対象とした初任者研修（１回）及び実務者研修（３回）の開催。

出前講座を開催（48回）。多重債務相談窓口の周知用カードの作成・配付（73,300部、395箇所）。

弁護士・司法書士を併せて月２回（３時間/回）活用。

⑥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消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
先進地事例研修（１回）、専門・事例研修Ⅰ（６回）、専門・事例研修Ⅱ（1回）及び専門・事例研修Ⅲ（1回）の開催。

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑧食品表示・安全機能強化事業

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）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

事務所スペースの狭隘。相談ブース３部屋。

事務所スペースの拡大。相談ブースを３部屋から４部屋に拡大。



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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

年間実地研修受入総日数 -      人日

2      1,978              

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数 -      人

自治体参加型 法人募集型

-      

人-      参加者数

実施形態

1,536              

年間研修総日数 人日



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）

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）

15,310        合計 15,459        

154

高知市 180 180 弁護士を月に３時間活用

100 研修会１回開催

1,732 1,732

延べ85回分の研修参加支援《高知市（16回）、南国市(26回）、四万
十市（５回）、土佐清水市（６回）、芸西村（3回）、本山町（2回）、大豊
町（６回）、土佐町（３回）、越知町（３回）、四万十町（3回）、黒潮町
（12回）》

専門家を活用した相談会を計７回開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 土佐清水市、黒潮町 154

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） 0

0

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

0

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 0

0

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業 0

0

啓発用リーフレットの配布等による啓発活動を強化

0

0

00

⑫食品表示・安全機能強化事業 高知市 50

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

50 研修会を２回開催

0

①消費生活センター機能強化事業（新設） 南国市 407

高知市、南国市、四万十市、土佐清水市、芸西
村、本山町、大豊町、土佐町、越知町、四万十町、
黒潮町

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 高知市 3,430

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 0

407 新設１箇所

0

0

②消費生活センター機能強化事業（増設） 0

3,285

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 0 0

拡充１箇所

00

0

⑬消費者教育・啓発活性化事業

高知市、南国市、四万十市、土佐清水市、芸西村、本山
町、大豊町、土佐町、越知町、四万十町、黒潮町土佐清
水市、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、越知町、四万
十町、黒潮町

9,406 9,402

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 高知市 100

0

概要

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．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）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

研修参加・受入要望

参加者数 -      人 人

-      人日年間研修総日数 -      人日 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 -      

実施形態 自治体参加型 法人募集型

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-                    -                    



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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -

千円

千円 -                    

千円 --

千円

-

千円13,334             

うち基金（交付金相当分）対象経費

47,189            千円 55,275            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円-

31,954            

千円

16,644            

15,310            

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

①都道府県の消費者行政予算

16,644             千円

- 千円 -                     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

千円 31,954            

8,086              千円千円

千円

-

17,560             

40,040            

千円

千円

千円

千円

千円

5,836              

-

千円 -

千円

千円

千円 -

50%

-

チェック項目

-

30%

-

-

千円 22,480             

- 千円

前年度差

千円

13,334             

- 15,310             

15,584             

千円 -                     

-

33,855             千円 56,335             

千円 30,894             

37%

千円

2,250              千円

積増し相当分

千円

平成20年度 平成21年度

千円 39,691             33,855             

千円

-- 千円

87,229            47,189            

-

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

2,085              

交付金相当分



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

人

7        人8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

平成21年度末予定

-        

-        平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

7        

-        

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

千円

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 1,240                               千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

276                                  千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 123,669                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 34,383                              千円

34,383                              千円

2,085                               千円

千円

154,383                            

31,954                              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21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センターなどが主催する研修へ派遣する回数を年１回から２回以上に拡大

事務所及び相談ブース（３部屋→４部屋）のスペースを拡大

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 154,383                            

具体的内容

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

-        

32,574                              千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

平成20年度末

平成20年度末

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員

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

○

○

うち委託先職員等の相談員

３．基金の管理

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分） -                                     千円
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