
都道府県コード

平成 年度22

香川県 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

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

30,453                        

消費者行政予算総額

102,370                                                          

合計

（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 407                            

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

17,600                        

-                                

法人募集型

自治体参加型

19,077                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成 22 年度 香川県

11,631                        

-                                

2,243                          

1,800                          

552                            

-                                

1,522                          3,322                          

- 2,847                          

（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

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

31                              

事業名 都道府県

-                                

11,600                        

2,847                          

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

①参加者総数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                

（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

-                                

552                            

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業

実施形態

基金取崩し額

-                                

2,615                          

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

50%

2,243                          

①参加者総数

#VALUE!

11,376                        

71,670                                                            

40,519                                                            

45,171                        

142,889                                                          

20,215                        

407                            

-                                

71,670                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

26,499                        

-                                



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）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計 46,111        

「くらしの見守り隊」の運営、消費者団体等との協働事業

45,171              

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

講演会等開催･啓発資料作成配布等の啓発費11,376               11,376        

事業の概要

相談室、展示、設備等の充実、相談窓口の強化

1,584                 

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材費216                   

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

委託費

912             

対象経費

旅費、負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

専門家の活用

相談員の研修機会の充実

研修会の開催

消費者への啓発強化

消費者教育･啓発の強化

17,600               

2,243                 

552                   

17,600        

相談室の整備、機材・事務機器等購入、広報費

216             

啓発費

11,600        

謝金

2,164          

2,243          

11,600               

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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）

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）

事業名

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（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）

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

（強化）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（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）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（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）
（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業



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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日

人

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

実地研修受入人数人

人日

自治体参加型 法人募集型実施形態

参加者数

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 丸亀市、まんのう町

合計

2,615          

26,708        

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 丸亀市、観音寺市 2,615          

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

407             一元的相談窓口の設置

19,182        

食事バランスガイドによる消費者教育（丸亀市）、多重債務
無料相談会の開催（観音寺市）、コミュニティバス活用による
広告.（丸亀市）

26,499        

19,077        

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さ
ぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、
直島町、宇多津町、綾川町、多度津町、琴平町、ま
んのう町

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消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、土
庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者教育･啓発の強化

407             

相談員等の研修参加支援

拡充12箇所2,847          

1,547          1,522          

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消費生活センターンの窓口強化31              ③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

高松市

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、
東かがわ市、小豆島町、三木町、直島町、宇多津
町、綾川町、まんのう町

②消費生活センター機能強化事業（増設）

31              

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

　

2,926          



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

人

人 千円

人日

-       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数

2       

対象人員数
（報酬引上げ）

年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数人

212                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人

法人募集型

追加的総業務量（総時間）

2       407                

対象人員数計 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

-                    

21,824            

千円 14,020             

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                    

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

71,670            

千円

12,972             

千円

67,504            千円 71,219            3,715              うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

44%

-

-

9,538              

10,586             

前年度差

2,667              千円

-

-

千円

25,539            

千円

千円

1,048              千円

-                    

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-

千円

千円

65%

-

積増し相当分

32,885             

-                     

千円

29,933             

-                     

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

26,499             

14,953             

-                    千円

102,370           

40,519             

千円

千円

12,286            

千円

千円

千円 45,171             千円

千円

平成22年度

千円 57,199             

-                     千円

49,846            

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額 142,889           117,350           

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 71,670            

千円

45,171            

26,499            

16,961             

千円

-                     

54,532             

87,417             

千円

①都道府県の消費者行政予算

平成21年度

千円 -

50%千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

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を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

71,219             

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22年度末時点）

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

％

-                     

-                     

-                     

65.40               

44.13               

14,020             

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 　

％うち都道府県

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

人

50.16              

千円

千円

％

57,199             



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

-                                     

13       人平成22年度末予定

-                                     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）

141                                  

設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 78,625                              

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

13       相談員総数

相談員数

相談員数

13       

千円

千円

千円

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）

国民生活センターなどの研修へ参加する回数を年1回程度から複数回へ拡大

事務機器等の充実、相談室の安全性の確保

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 150,154                            千円

200,000                            

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

-                                     

71,670                              千円

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成21年度末

平成21年度末

うち委託等の相談員

千円

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

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 相談員総数

相談員数 -        

相談員数

-        

-        平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

具体的内容

平成22年度末予定

相談員数

13       

-        人

人

人

３．基金の管理


