
都道府県コード 360007

平成 年度22

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

1,900                          

-                                

81,174                        

163,130                                                          

都道府県予算

11,675                        

消費者行政予算総額

122,360                                                          

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元化相談窓口緊急整備事業

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

10,445                        

②年間研修総日数

-                                12,963                        12,963                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 22,205                        22,959                        

-                                

1,400                          

9,832                          

-                                

-                                

-                                

6,400                          

-                                

年度 徳島県

-                                

事業計画【総括表】

-

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

平成 22

事業名

47,312                        

9,340                          

-

33,862                        

-                                

7,808                          3,867                          

-                                

492                            

754                            

都道府県

5,000                          

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

③実地研修受入自治体

実施形態 管内全体の研修参加

50%

①参加者総数

②年間研修総日数

基金取崩し額

（９）商品テスト強化事業

-                                

81,174                                                            

40,770                                                            

（７）食品表示・安全機能強化事業

①参加者総数

管内市町村予算総額

1,900                          

法人募集型

合計市町村

-                                

15,445                        

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（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

-                                

5,000                          



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）

47,312        47,312              合計

8,553                 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）

事業者を対象とした食品表示の育成講習会の実施、食
品表示に関する事業者向けチェックシートの作成。
食品表示に関するホームページ上の啓発(事業者対
象）。食品表示の適正化指導。
広域的に監視強化をおこなうため、県内３カ所の保健所
に食品衛生監視員を設置し監視体制を強化する。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

10,053               10,053         

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業
消費者から寄せられる食品表示の疑義情報をもとに調
査、分析を実施する。

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

講師・パネリスト謝金、講師・パネリスト旅費、チラシ・プ
ログラム作成費、会場借上料、広告料　パンフレット・冊
子購入費

旅費・検体買い上げ費用・検査委託費

県内4カ所の県民局への相談員の派遣。消費生活セン
ターの広報、消費生活センターのホームページ作成費用

消費者問題に関する県民大会を開催する。
パンフレット・冊子の配布

食品表示に関する出前講座・こども向け普及啓発資料の
作成・配布
事業者・消費者を対象に食に関する講演会を開催する。
適正表示110番の設置

消費生活相談員の実務能力の向上を図るため、研修受
講の支援をおこなう。

1,900                 

基金（交付金相当
分）対象経費

県内の消費生活相談員、市町村の消費者行政担当者、
「くらしのｻﾎﾟｰﾀｰ」等を対象とした研修会を基礎コース、
応用コースを開催する。

9,340          

2,500                 

9,340                 

事業の概要

3,599          

8,553          

弁護士・司法書士・一級建築士の協会派遣費用。
認定証の作成費用、チラシ作成費、バスの借上費、会
場借上費、講師謝金、講師旅費、交流会の飲食費(飲
物代ぐらい）

3,599                 
講習会の実施費用、チェックシート作成費用、旅費、指
導書の作成費用、監視員の研修費用、備品購入費
用、法令・参考図書購入費用

対象経費

研修参加旅費、研修受講料等

事業経費

2,500                 

2,500          

5,000                 ②消費生活センター機能強化事業（拡充）

3,867                 3,867          

1,900          

啓発資料作成。講師謝金・講師旅費、出前講座のため
旅費、資料、

5,000          

2,500          

講師謝金、講師旅費、資料作成費、会場借上料等

委託費(日額4,000円×3人×4回×12ヶ月＝576，000
円、広告料、備品購入費等

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）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

消費者相談のうち法的な見解や専門家の知識を要する
相談に対応するため、月に1回～2回程度無料相談会を
おこなう。
県民から「くらしのサポ-タ-」を募り、サポ-タ-の研修会を
開催したり、優良企業の製造生産現場を視察する。また、
市町村や消費者団体の連携を深めるため、交流会を開
催する。
食品表示に関する疑問や不安をアンケート調査を実施。

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

食品表示の疑義情報をもとに調査、分析をする。事業者を対象とした食品表示の育成講習会の実施。食品表示の適正化指導をおこな
う。県内の保健所に食品衛生監視員を設置し、監視体制を強化する。

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。食品表示に関する疑問や不安についてアンケート調
査を実施する。「食品表示ウォッチャー」の設置活動支援。

（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）
（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

なし

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

⑫一元化相談窓口緊急整備事業
（既存）

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。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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。

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）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

なし

（既存）

（強化）

（既存）

なし

週４日月～金までの相談業務

土曜、日曜も消費者生活センターによる相談業務を実施。県内4カ所の県民局へ月に1回ずつ相談員を派遣。

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）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

弁護士を招いての消費生活相談を月１回開催

（強化）

出前講座、パネル展示等

（強化）過疎地の高齢者向けパンフレット等の配布。消費者問題に関する県民大会を開催する。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（既存）

こども向け普及啓発資料配付。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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑩商品テスト強化事業
（強化）

（既存）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（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

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

実施形態

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型 法人募集型

年間研修総日数 人日

人参加者数



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）

754             弁護士報酬、弁護士旅費、広報チラシ作成費⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

美波町 828             

33,862        35,511        

講師謝金、旅費、会場費等

講師謝金、旅費、会場費、広報チラシ等8,060          

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、勝浦町、佐那
河内村、神山町、松茂町、北島町、板野町、東みよ
し町

12,963         
相談員の報酬、賃金、社会保険料。消費者行政担当職員の
超過勤務手当

492             

7,808          

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地方苦情処理委員会活性化事業

研修参加費、旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,401          鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町

⑤消費生活相談スタートアップ事業（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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

9,683          
消費生活センター開設準備費用、備品類、参考図書、広報
チラシ作成費等

762             

基金（交付金
相当分）対象
経費計

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業 鳴門市 492             

1,400          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

13,258         

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 小松島市、阿南市、美馬市、板野町

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 小松島市 10,075         

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 阿南市、美馬市、板野町 1,397          

②消費生活センター機能強化事業（増設）



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

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

14    10,766            13,040            

研修参加・受入要望

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

人



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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

29,299             

千円

千円

千円

千円

千円

17,000             

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

50%

千円 105                

33,862             

81,174            

千円

千円

千円

105                 

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 105                

千円

-                    

70,205            

-26,621           

-5,529             

-15,652           

-10,092           千円6,908               

105                

千円

81,956            

-

千円

83%

10,969            千円

4,563              

-

-千円

千円

-

千円 -

千円

-

千円 -

千円

132,483 千円 122,360           

千円 40,770             46,299

-16,529           千円

積増し相当分

千円

千円千円

千円

108,577           

平成21年度 平成22年度

千円 75,048             91,577             千円

千円

47,312             

163,130           178,782           

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

30,534            

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

交付金相当分 81,174            

千円

47,312            

33,862            

6,406              千円うち基金（交付金相当分）対象経費 40,906             千円

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

チェック項目

-

39%

①都道府県の消費者行政予算

前年度差

-10,123           

-                    

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円うち基金（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

-



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

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）

1,421                               

81,174                              

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

50,000                              

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

19,874                              

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

30,534                              

相談員数

平成22年度末予定

12       平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

12       12       相談員総数

相談員数

相談員数 人

人

設置当初の基金残高（積増し相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

250                                  

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 152,675                            千円

千円

千円

うち委託等の相談員

千円

③就労環境の向上

消費生活相談員の配置

相談員数

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

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の研修に多くの相談員を参加させる。

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 232,428

167,000設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

千円

50,158                              

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

平成21年度末

相談員のレベルアップをはかるための集中講座的な研修を年2回開催する。(基礎コース、応用コース）

具体的内容

相談員総数

相談員数

平成21年度末

人

人

12       

相談員数

３．基金の管理


