
都道府県コード 37002

平成 年度24

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

-                                

44,913                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

17,110                        

-                                

7,492                          

①参加者総数

39                              

9,442                          

44,913                                                            

33,510                                                            

27,803                        

115,462                                                          

13,594                        

実施形態

基金取崩し額

920                            

3,138                          

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

39%

2,620                          

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

-                                

480                            

-                                -

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

（７）食品表示・安全機能強化事業

41                              

事業名 都道府県

-                                

370                            

159                            

（３）消費生活相談員養成事業

1,618                          

- 159                            

（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

24 年度 香川県

411                            

-                                

6,572                          

483                            

480                            

-                                

1,135                          

-                                

法人募集型

自治体参加型

9,097                          

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成

18,539                        

消費者行政予算総額

81,952                                                            

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 2,620                          

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

10,456                        



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）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講演会等委託費

259             

10,197        

法執行強化

相談室整備機器・事務用機器、執務参考資料購入

専門家の活用

相談員の研修機会の充実

市町相談員等研修会の開催

講師謝金

433             

370             

50                     

講演会開催費、教材制作委託費、啓発資料作成費9,442                 

対象経費

研修旅費、教材費

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

433                   

講師謝金、講師旅費、開場借料、教材費

259                   機材購入

10,197               

事業の概要

相談室設備等の充実、機能強化

6,572                 

50              

480                   

6,572          

370                   

9,442          

480             

消費者教育・啓発の強化

消費者への啓発強化

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）

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

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ｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

27,803        

「くらしの見守り隊」モデル事業、関係団体との協働事
業、電車を利用した広報啓発事業

27,803              



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）

「くらしの見守り隊」67人

（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）セミナーの開催、出前講座

（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）

（既存）

（強化）

（既存）

中学生高校生向けの授業用消費者教育教材ＤＶＤ制作、講演会やイベントの実施、啓発資料作成・配布等による消費者教育の強化

相談員一人当たり年２回程度の参加

弁護士等月１回活用

（強化）

管内の市町相談員等を対象とした県主催の研修会開催

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

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）

不当な取引行為を行う事業者に対し、特商法や条例に基づく業務停止命令等を実施

（強化）

相談員一人当たり年１回程度の参加

事業名

弁護士の活用回数の増（月２回及び地域追加）

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）

「くらしの見守り隊」充実のためのモデル事業、消費者団体等との協働事業、通勤通学の若い人を対象にした電車を利用した消費者啓

（強化）

（既存）

（強化）

事前調査や立入調査等に必要な機材を充実し、業務停止命令等の法執行体制を強化する

食の安全安心をテーマとした講演会やイベントを開催

消費生活センター等の相談室充実のため事務機器・図書の購入、カード等を使った周知広報の強化

県の相談員の勉強会

消費生活センター及び県民センター（４箇所：東讃・小豆・中讃・西讃）を設置している。県広報誌・ラジオ放送等での周知広報

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

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）



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）

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、東かがわ市、小豆島町、
まんのう町 271             

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
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、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津
町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

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）

善通寺市、東かがわ市、琴平町 920             

1,136           
高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、東かがわ市、
土庄町、小豆島町、三木町、直島町

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

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）

消費生活相談窓口の拡充159             

高松市 41               41               消費生活センターの機能強化

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

1,135           相談員・担当職員の研修参加支援

9,097           

920             

消費者教育・啓発の強化

相談員の配置による一元的相談窓口の設置

9,198           

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 高松市、丸亀市

3,138           

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）

2,620           2,620           

17,110        合計 17,324        

啓発用たすき作製、車内ポスター作成委託、コミュニティバス
広告委託料（丸亀市）、町営バス広告(直島町)

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 丸亀市、直島町 3,138           



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

2        2,620              

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

1,623              

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）

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

2        



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

-4,707            千円 27,803             千円32,510             

44,913            

千円

27,803            

17,110            

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

千円

35,855             

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

交付金相当分

115,462           122,469           

前年度差

-4,662             

平成23年度 平成24年度

千円千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

17,110             20,367             

54,149             54,104             

52,877            千円

千円 16,400             

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

-7,007            

45                  千円

千円

積増し相当分

千円

-                    

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

39%

千円

51%

-7,964            

-千円

-3,257            

-2,345             

千円

-                    

千円 -

千円

-

-

86,614             千円 81,952             

千円 33,510             

チェック項目

-

34%

-

-

-

69,592            千円 70,549            957                

-

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 -                    

44,913            

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

15,488             

千円 千円

912                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

-                     

-                     

-                     

70,549             

％51.06               

33.93               

38.90              

千円

千円

％

16,400             

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

％

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

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

54,149             

-                     



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

54,149             

33,510             

16,400             

54,149             

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81,952             

千円

千円

千円

千円

33,510             

17,110             

平成20年度 平成24年度

千円81,952             

27,803             

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）対象外経費 -                     千円 千円70,549             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 2,627               

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 2,627               

-                     千円

16,400             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

115,462           

44,913             

115,462           千円

千円千円

千円70,549             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 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

44,913                              

千円

千円

千円

42,252                              

千円

3,358                               千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

千円

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

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

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

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分）

-        相談員総数

相談員数

相談員数

平成24年度末予定

平成24年度末予定

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）

19                                    

200,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 6,000                               

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

人

-        人

-                                     千円

-                                     
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