
都道府県コード 380008

平成 年度22

愛媛県 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

9,716                          

62,148                                                            

500                            

-                                

41,838                        

121,883                                                          

-                                -                                

31,613                        

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

85                              

2,063                          

184,031                                                          

-

27,580                        

-                                -                                

10,225                        

14,958                        

（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

-                                

-

（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

-                                

管内全体の研修参加

44%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

②年間研修総日数

市町村

事業計画【総括表】

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

31                              

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

16,136                        

-                                

-                                -                                

4,282                          9,200                          

-                                -                                

平成

事業名

22 年度 愛媛県

都道府県 合計

81,600                        

-                                

54,020                        

415                            

4,918                          

-                                9,716                          

31                              

1,178                          

2,116                          

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 81,600                                                            

都道府県予算

消費者行政予算総額

-                                

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

法人募集型

4,179                          

合計



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）

2,116          
弁護士（月２回　３Ｈ/日へ拡充）、司法書士の活用（月２
回　３Ｈ/日）
「消費生活相談員必携」の作成配布

2,116                 講師謝金、原稿料（報償費）、相談員必携印刷費

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

消費者への啓発強化を図るための食品表示・安全に関
する講演会の開催

事業の概要

相談室の個室化等を行うための消費生活センターの改
修工事

2,062          

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

2,856          

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

対象経費

研修に参加するために必要な旅費、研修費、教材費

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

センター改修経費（工事設計委託料、工事請負費）

415             
講師謝金、講師旅費、会場借料、ちらし印刷製本費等
講演会開催に必要な経費

研修の開催に必要な講師謝金、講師旅費、教材作成・
購入に係る経費

2,062                 

消費者被害防止のための啓発強化（各種人材育成事
業、通信講座開催、出前講座専門家派遣、ふれあい消
費者フェスタ開催、教員向けセミナー開催、ストリートビ
ジョン・新聞等による啓発情報発信等）

31,613         

2,856                 

415                    

相談員等の国民生活センター主催研修等への参加支援
（拡充部分）

管内の相談員を対象としたレベルアップ研修の開催（毎
月）

14,958                14,958         

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）

54,020               54,020        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講師謝金、講師旅費、会場借料、会議費、教材作成・
購入費、広報資料・コンテンツ作成・購入費等消費者
教育・啓発に必要な経費

31,613                

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

①消費生活センター機能強化事業（増設）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

④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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

センターを会場とした消費者の日記念集会、愛媛大学との連携による消費生活講座、職員による出前講座等の開催、センターホーム
ページ、メールマガジン、生活関連情報紙による周知を実施

管内の消費者行政担当者を対象に年1回開催

個室化した相談室や相談受付の新設、狭隘化した事務室の拡張等のための消費生活センターの改修工事を行い相談対応機能の強化を図る。

（既存）

（強化）

相談コーナーがパーテーションで区切られただけでプライバシー保護に課題があり、21年度に相談員を増員したため事務室も狭隘化。

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

相談員等を対象として、毎月1回専門研修開催。（拡充）　なお、既存の「担当者研修」は21年度より「初任者研修」に変更して実施。（強化）

県消費者行政担当者がが複数回県外等の研修参加支援に拡充

相談員のうち３名、各1回の県外研修への参加支援

事業名

なし

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（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）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

新たに集客施設での啓発イベントである「ふれあい消費生活フェスタ（21～）」の開催。新たに人材育成として段階別に、「消費者啓発事
業（ＮＰＯとの協働事業）（21～）」、「消費者問題啓発講師等養成講座（21～）」、「啓発スペシャリスト養成事業（22～）」を実施。新たに教
育委員会等と連携し「消費者教育教員向けセミナー（22～）」を開催。新たに県民に地理的・時間的制約の少ない学習機会を提供する
ための「消費者力アップ通信講座（22～）」を実施。高齢者等の見守りの重要性を訴えネットワークを強化するための「悪質商法被害防
止見守りネットワーク強化事業（22～）」として、県内4地区でのシンポジウムの開催とパンフレット、啓発シールの作成配布を実施。新た
に電光掲示板広告（ストリートビジョン・市内電車）や地元メディア（テレビ・新聞）による情報発信（21～）の拡充。また、専門家による出前
講座（21～）を大幅に拡充等により、消費者教育・啓発の強化を図る。

（強化）

（既存）

新たに消費者向けの食品安全・表示に関する講演会を開催。（「食の安全安心推進班（庁内組織）と連携して実施」）
⑧食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

弁護士を月1回各1時間活用　司法書士の活用なし

弁護士を月２回各３時間活用に拡充　司法書士月２回各３時間活用 (相談員による相談後必要な事案について相談員同席で実施)
相談窓口担当者の執務マニュアルとなるよう「消費生活相談必携」を作成し市町消費生活相談窓口等へ配布。



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

人日

実施形態

年間研修総日数 人日

参加者数

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

年間実地研修受入総日数

人

自治体参加型 法人募集型



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）

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜
市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予
市、東温市、上島町、松前町、砥部町、内子町、伊
方町、松野町、鬼北町、愛南町

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 今治市、新居浜市 978             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 砥部町 78              

200             
新たに消費生活相談員（嘱託）を雇用し、消費生活センター
を新設するために必要な機材、事務用機器の設置等。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 西条市 200             

消費生活相談員の増員に伴う必要な機材、事務用機器の
設置、参考図書の購入。

相談専用回線の整備、、参考図書の購入。

978             

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

31              

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

19市町の相談員及び消費者行政担当職員の研修参加支援4,282          

市町における消費者被害防止等のための教育啓発の活性
化

10,239        10,225        

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

消費生活相談員の３市の増員、６市町の新設及び１市での
相談員の勤務日数の増

新居浜市 85              85              食の安全セミナーの開催

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 見守りネットワークの研修開催

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

9,716          

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
松山市、今治市、新居浜市、西条市、東温市、松
前町、松野町、鬼北町、愛南町

21              上島町 25              

4,284          

2,042          ⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

9,716          

2,042          

27,647        合計 27,580        



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

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

13    8,140             9,716             

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数

人

人日 年間実地研修受入総日数

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

平成22年度

120,901           

29,260             

37,344             

①都道府県の消費者行政予算

-                     0

7,805              

交付金相当分 81,600            

千円

54,020            

27,580            

平成21年度

-                     

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

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

184,031           196,304           

千円

24,760            千円 54,020             千円

千円 121,883           

34,568             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

-23,778           千円

千円 982                 

-                    千円

千円

千円

-                    

千円

66,604            

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

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

うち基金（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

-

44%

44%

千円

千円

千円

千円

千円 -

千円

千円

14,996            

-                    

千円

-

千円 -

千円

-

-

チェック項目

-

44%

-

-千円

千円

-9,764            

-13,255           

-12,273           

-3,491            

62,148             

千円 67,863             

129,700           千円 102,431           -27,269           

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

75,403             

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

-                     

91,641             

38,059             

千円 -                     

千円 27,580             

-                    

千円

千円 -                    

81,600            

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

人

-        

-        平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

9        

相談員人数を拡充（6人→9人）させることで、困難事案への複数対応体制を整備し、また、研
修参加拡充を行う際に、相談員が気兼ねなく研修に参加できる環境を整備

具体的内容

人相談員数 相談員数うち委託等の相談員 平成21年度末

設置当初の基金残高（交付金相当分）

120                                  

-        平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成21年度末

平成21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

17,300                              

平成21年度末 相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

9        

-        

平成22年度末予定9        

7,805                               千円

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

千円

千円

81,600                              平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

206,441                            

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22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が主催する研修会参加のための旅費を支援

相談業務に必要な資料等の再整備を行うとともに、一定の図書については、相談員一人ひと
りに配備

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 168,697                            

千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 23,463                              千円

9        相談員総数

千円

87,961                              

人

9,615                               

千円平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

864                                  

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分）
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