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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）

↑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

52,056                        

取崩し割合

725                            

①参加者総数

28                              

15,544                        

52,056                                                            

72,483                                                            

12,869                        

-                                

3,751                          

実施形態

基金取崩し額

6                                

1,283                          

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

28%

-                                

管内市町村予算総額

-                                

（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

-                                

-                                

-                                -

（３）消費生活相談員養成事業 -                                

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

②年間研修総日数

③参加自治体

3,439                          

22,577                        

189,071                                                          

4,158                          

-                                

（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

-                                

事業名 都道府県

-                                

-                                

-                                

719                            

法人募集型

7,190                          

- -                                

平成 24 年度 愛媛県 事業計画【総括表】

12,869                        

合計

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

29,479                        

-                                -                                

2,875                          

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

11,570                        

都道府県予算

27,114                        

消費者行政予算総額

116,588                                                          

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



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）

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）

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）

事業名

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）

講師謝金、講師旅費、会場借料、広告費等講演会開
催に必要な経費

5,497          

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）

管内の相談員等を対象としたスキルアップ研修の開催
（11回）

2,094          

-                

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

-                       

1,554                 

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

1,885                 

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

-                       

市町支援のための公用車購入費、県下相談窓口ＰＲ
グッズ購入費、専門家謝金

2,875                 

事業の概要

719                    

1,727          

-                       

799             

-                       

-                       ③消費生活相談員養成事業（研修開催）

-                

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

15,544                18,321         

-                

-                

消費者被害防止のための啓発強化（通信講座開催、出
前講座専門家派遣、各種講演会開催、教員向けセミ
ナー開催、新聞折込・テレビ等による啓発情報発信、オリ
ジナル啓発教材作成等）

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

合計

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）

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）

28,438        

市町の相談体制の支援、弁護士、司法書士を活用した
相談

22,577              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

相談員等が市町の相談窓口を支援するための車両はない。県・市町が連携して相談窓口の周知を図る取組みがない。弁護士を月1回
各1時間活用　司法書士の活用なし。

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
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等を実施

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

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）

（強化）

（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

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フォローアップ講座（23～）」
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。新たに地元メディア（テレビ、新聞折
込）を活用した広告による情報発信（21～）の拡充。新たにオリジナル啓発教材(かるた、ＤＶＤ)の作成・活用による啓発の充実(24)。新た
に消費者月間におけるキャンペーン(24)を実施。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。

県消費者行政担当者が複数回、県外等開催の研修参加支援に拡充

（強化）

（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

（既存）

（既存）

事業名

なし

（強化）

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）

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）

（既存）

（強化）

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」）

管内の消費者行政担当者を対象に年1回開催

（強化）

相談員のうち３名、各1回の県外研修への参加支援

相談員が市町の相談窓口を支援するため専用の車両(軽自動車)を配備。県・市町が連携し、グッズを活用して相談窓口のＰＲを行う。
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。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）
⑫一元的相談窓口緊急整備事業



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

対象人員数計 追加的総費用

参加者数

人日

人

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人

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

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）



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                 

-                 

⑬消費者教育・啓発活性化事業
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、東温市、上
島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町

-                 

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-                 

新居浜市 6                 

4,083           

-                 

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）

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、久万高原町、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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

-                 ②消費生活センター機能強化事業（増設） -                 

-                 -                 

-                 

-                 

-                 

-                 

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

消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加すること
を支援

-                 

-                 

-                 

-                 

3,751           

69               消費者見守りネットワーク研修会開催

食の安全セミナーの開催

-                 

-                 

-                 

11,570         

-                 

-                 

6                 

-                 

悪質商法等の注意喚起広告掲載料、消費者教室の拡充等

上島町 69               

消費生活相談員の配置・増員、勤務日数の拡大、報酬引上
げ

12,284         

-                 

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、大洲市、西予
市、東温市、松前町、砥部町、内子町、松野町、鬼
北町、愛南町

1,214           

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）

19,779         12,869         

ファイナンシャルプランナーによる多重債務相談（松山市）、
多重債務法律（弁護士、司法書士）相談（新居浜市）、法律
専門家(弁護士等)による相談(砥部町)

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 松山市、新居浜市、砥部町 1,214           

29,479        合計 37,435        



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

対象人員数計 追加的総費用

18      12,869            

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）

法人募集型

9,985              

人

-      人日年間研修総日数 -      年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 -      

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 -      人

17      



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

千円千円

千円

-

85,009             千円

1,500              千円 22,577             千円21,077             

-                     

52,056            

千円

22,577            

29,479            

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

①都道府県の消費者行政予算

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

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

21,166            

交付金相当分

189,071           177,412           

前年度差

10,502             

平成23年度 平成24年度

千円千円106,086           千円 116,588           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-                     

千円

71,326             

-                     千円

29,479             27,890             

千円 72,483             

94,011             

-                     

48,967            千円

千円 43,004             

128,445           千円

積増し相当分

11,659            

千円

千円

千円

千円

千円

9,002              千円

千円

-                    千円

-                    

千円

-千円

1,589              

1,157               

千円

千円

28%

千円

41%

3,089              

-

千円 -

千円

--432               

チェック項目

-

19%

-

-

137,015           

-                    

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 8,570              

-

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

52,056            

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

千円

43,436             

千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

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 人

-                     

-                     

137,015           

-                     

-                     

千円

千円

％

43,004             

94,011             

％40.67               

19.36               

27.53              

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

％

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

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

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

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

94,011             

72,483             

43,004             

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円

千円22,577             

116,588           

千円

千円94,011             

平成20年度 平成24年度

千円116,588           

千円

72,483             

29,479             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 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）対象の賃料、人件費等 千円 -                     

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

43,004             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

189,071           

52,056             

189,071           千円

千円千円

千円137,015           

千円

千円137,015           

千円

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成23年度末

-        

④その他

処遇改善の取組

○

平成23年度末うち委託等の相談員

千円

52,056                              千円

千円

千円

千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） 501                                  千円

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

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定うち定数外の相談員 相談員数 9        

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23年度末

千円

21,624                              

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

③就労環境の向上

平成24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

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 52,441                              

-        相談員数

人

人

-        

8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

平成24年度末予定

平成24年度末予定

9        

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

116                                  

206,441                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

49                                    

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 -                                     

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

21,166                              千円

507                                  
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