
都道府県コード 360007

平成 年度21

徳島県 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

実施形態

基金取崩し額 70,205                                                            

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                                492                            

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 3,741                          

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

729                            

3,741                          

管内市町村予算総額

492                            

-                                

2,393                          

729                            

16,910                        

（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

事業計画【総括表】

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

11,756                        

12,718                        29,628                        （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

-                                -                                

11,756                        

-                                

-

2,219                          

-                                

-                                

事業名 市町村都道府県 合計

平成 21 年度 徳島県

管内全体の研修参加

39%

46,299                                                            

-                                

40,906                        

8,253                          

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

-                                

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

②年間研修総日数

70,205                        

-                                

8,253                          

174                            

-

29,299                        

4,159                          

-                                

-                                

9,054                          

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

（９）商品テスト強化事業

都道府県予算

13,213                        

消費者行政予算総額

132,483                                                          

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

178,782                                                          



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）

謝金、旅費、会場借料、教材作成・購入費

謝金、旅費

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材購入費

998

事務所の改修、機材・事務用機器の設置、広報費16,910

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

1,221

729

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）
阿波の助っ人（くらしのサポーター）応援プログラム事業
市町村と地区の消費者団体との連携サポート事業

対象経費

旅費、研修費、教材費

事業経費

16,910

998

基金（交付金相当
分）対象経費

教材購入費9,054 9,054

事業名 事業の概要

消費者情報センターのリニューアル(改修)、備品配置、
新聞広報、総合県民局での消費者相談

8,253

729

8,253

悪質商法や多重債務の消費者問題に係る冊子を県民に配布
啓発用ＤＶＤを高校や社会福祉協議会、老人クラブ等に配布

県民を対象にした食品表示に係る研修会や啓発を実施

弁護士、一級建築士を招いての消費生活相談

国民生活センター等への研修参加

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

1,221消費生活相談員研修会

40,906               

3,741

合計

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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

謝金、旅費、会場・自動車借料、教材作成・購入費3,741

40,906        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

なし

消費者情報センターをリニューアルする。具体的には「消費者交流広場」を開設し、消費者が交流及び学習できるスペースを設ける等。
総合県民局に消費生活相談員を派遣して、消費生活相談を毎週木曜日に実施。

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

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）
（既存）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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）

出前講座、パネル展示等

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業
消費者セミナーの開催、適正表示推進の普及啓発資材作成及び購入、監視指導の強化

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

なし

消費生活相談員向けの研修を実施する。専門家による講義及び演習。受講者のレベルに合わせて２コース設定。

（既存）なし

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

弁護士を招いての消費生活相談を月２回に増やすとともに、住宅リフォーム等の相談のために一級建築士の相談を開始。

なし

（強化）

国民生活センターや改正特商法に係る経済産業省主催の研修会に参加

弁護士を招いての消費生活相談を月１回開催

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化） 「くらしの豆知識」を県内の高校３年生に配布。世代の合う啓発用ＤＶＤを施設に配布

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

消費者とセンターとの消費者情報の交換の仲立ちを担う「くらしのサポーター」の募集、新人研修等を実施

くらしのサポーターの資質向上のため、優良企業視察、サポーター同士の交流会を開催する。
市町村と地区の消費者団体との十分な連携により、自立した消費者の育成を図る。

（強化）



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

年間研修総日数 人日

実施形態

人参加者数

研修参加・受入要望

人

自治体参加型 法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数 人日

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、勝浦町、
佐那河内村、神山町、板野町、上板町、東みよし

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

4,165

10,474

①消費生活センター機能強化事業（新設） 小松島市、阿南市、美馬市 12,748

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

10,376 相談窓口を新規開設（事務用機器、執務参考図書購入）

-

12,718 ３市に消費生活センターを新規開設

-

-

②消費生活センター機能強化事業（増設） -

阿波市、三好市、神山町、板野町、つるぎ町

板野町

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

-

石井町、美波町、松茂町、東みよし町 1,533

-

-

-

-

-

-

492

4,159

-

-

-

-

-

消費者問題の講演会開催、パンフレット作成・購入

-

498 相談員2名を配置

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 -

⑫食品表示・安全機能強化事業

-

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 板野町

- -

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） -

1,380

175 174 国や県での消費者問題の研修会に参加

既存の相談窓口を常設化するなど強化

-⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） -

29,299        合計 29,593        



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2 390 492

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数

実施形態 自治体参加型

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

人 人

人日

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

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

178,782           79,530            

-

千円 91,577             54,919             

千円

-- 千円 40,906             千円

積増し相当分

-

54,919 千円 132,483

千円 46,299

39%

千円

-7,611            

36,658            

チェック項目

-

31%

-

-

77,564             

- 千円

前年度差

千円

-

千円 -

千円

千円

千円

-千円

-

63%

千円

-

21,688             

99,252            

千円

千円

千円

千円

-

千円

-

千円千円うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

70,205            

千円

40,906            

29,299            

千円

平成20年度

①都道府県の消費者行政予算

平成21年度

79,530            千円 108,577           29,047            

- 千円 - 千円

-

千円

24,611

- 29,299             

千円

千円

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

千円 17,000             

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

70,205            

千円

24,611             

- 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 -



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

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分） 50,000 千円

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

うち委託先職員等の相談員

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

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

12

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）

国民生活センター等の研修に多くの相談員を参加させる。

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 167,000

158 千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 162,223                            千円

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分） 70,205                              千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分）

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

千円

167,000設置当初の基金残高（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

528 千円

千円

平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

64,900                              

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

千円

50,000

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

相談員数

0

0

12       相談員総数

相談員数

相談員数

0

平成21年度末予定

0 人

8        人

-                                     千円

50,158                              
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