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平成 年度24

高知県 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

都道府県予算

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

27                              

①参加者総数

240                            

③参加自治体

実施形態

基金取崩し額

22,806                        

44,509                                                            

23,643                                                            

取崩し割合

管内市町村予算総額

439                            

5,674                          

-                                

15,546                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

10,316                        

市町村

648                            

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

671                            -

（７）食品表示・安全機能強化事業

960                            

51%

6,492                          

-                                

500                            

-                                

25,862                        

981                            

②年間研修総日数

21,703                        44,509                        

（５）消費生活相談窓口高度化事業

671                            

7,637                          

（２）消費生活相談スタートアップ事業

-                                

720                            

500                            

（１）消費生活センター機能強化事業 319                            967                            

-                                -                                

-                                

-                                

（８）消費者教育・啓発活性化事業

合計

（９）商品テスト強化事業

事業名 都道府県

3,776                          

1,963                          （11）一元的相談窓口緊急整備事業

-                                

-                                

-                                

平成 24 年度 高知県 事業計画【総括表】

-

（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 2,716                          

法人募集型

1,420                          

消費者行政予算総額

63,043                                                            

合計

自治体参加型

86,686                                                            

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

439             

通話録音装置（２８９千円）、ICレコーダー（１９千円）、マ
イク（２千円）、CDラジカセ（９千円）

弁護士・司法書士の活用（月２回）

相談員の研修参加支援（12回）

管内の相談員を対象としたレベルアップ研修の開催（16回）

法律専門家謝金（９６０千円）

859             

319             

1,857                 

報酬(１，６６１千円）、費用弁償（４８千円）、社会保険料
（２５４千円）

1,963                 

対象経費

旅費（８３５千円）、研修負担金（２４千円）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

859                   

研修委託料（１，８５７千円）

旅費（７９千円）、専門家謝金（３６０千円）439                   

事業の概要

通話録音装置整備

1,857          

720                   

319                   

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

講師謝金（２，８８５千円）、啓発資料作成費用（３，０６５
千円）、啓発資料等郵送料（４００千円）、研修資料作成
費（１７４千円）、広告料（３，５１０千円）、広告作成委託
料（３，７６１千円）、旅費（３２６千円）、研修参加費負担
（３千円）、看板（３０千円）、講師派遣手数料（１，３２５千
円）、会場等借上げ（６７千円）

15,546               15,546        

720             

消費者啓発の強化のための活動及び消費者被害の防
止のための広報及び講演会開催

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）

21,703        

市町村窓口への市町村支援担当の専任相談員の派遣等

消費生活相談対応の強化 1,963          

21,703              



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）

（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）出前講座を開催（48回）。多重債務相談窓口の周知用カードの作成・配付（73,300部、395箇所）。

（強化）

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

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）

（強化）

（既存）

大学との連携講座（15回）及び地域の見守りサポーター養成講座(５回）の開催。学校や団体に対する啓発資料等の作成・配付。電車・
バス等の広告掲載（１９ヶ月）。タウン誌等への啓発記事・広告掲載（５社、計４０回）。「食の安全・安心」及び「消費者問題」についての講
演会開催。

国民生活センター等の研修に消費生活相談員１人あたり年２回以上派遣。

執務参考資料のみで、相談に対応。

（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）

市町村に対する支援強化を図るため、市町村窓口に相談員を派遣。生活再建等に向けた弁護士やファイナンシャルプランナーによる
相談会の開催（月２回）。

事業名

（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）
（強化）

国民生活センター等の研修に消費生活相談員１人あたり年１回派遣。

市町村職員(相談員を含む）を対象とした研修を、実務的な研修を実施。

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（既存）

（強化）

管内の相談員を対象とした初任者研修（１回）及び実務者研修（３回）の開催。

なし。

（強化）

なし。

弁護士・司法書士を併せて月２回（３時間/回）活用。

（既存）

通話録音装置及び周辺機器を整備して、さまざまな相談に適切に対応できるよう相談環境整備する。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（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）
（強化）

（強化）相談部門の強化を図るため、県立消費生活センターに非常勤職員を１名配置。
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

なし。

（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

1       1,963             

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

年間実地研修受入総日数

1,418             

年間研修総日数 人日

1       

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）

実施形態

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

人



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） 土佐清水市、安田町 672             

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
高知市、室戸市、安芸市、南国市、須崎市、土佐清
水市、四万十市、芸西村、本山町、大豊町、土佐
町、いの町、黒潮町、土佐市、宿毛市

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） 高知市

240             

3,476           

四万十市

300             

高知市、室戸市、安芸市、南国市、須崎市、土佐清
水市、四万十市、香美市、東洋町、芸西村、黒潮
町、宿毛市

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）

高知市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）

高知市、南国市、四万十市 648             648             
執務参考資料購入費（２００千円）、事務用機器購入費（４４４
千円）、窓口周知チラシ作成（４千円）

講師謝金（３００千円）

窓口周知用チラシ等作成費用（６７１千円）671             

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

旅費（３，４３７千円）、研修参加負担金（３９千円）

500             広域窓口周知用リーフレット作成（５００千円）

240             弁護士謝金（２４０千円）

300             

3,476           

500             

10,316         

啓発講座講師謝金（５６０千円）、講師旅費（１０８千円）、広
報誌作成・配布費用（９１３千円）、啓発資料等作成・配布費
用（７，５７９千円）、パンフレット等購入費（１６７千円）、会場
等借上料（９８９千円）

消費生活相談員の雇用（５，６７４千円）

10,316         

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 高知市、南国市、四万十市、香美市

981             

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）

10,236         5,674           

看板設置（７１０千円）、法律専門家謝金（６４千円）、法律専
門家旅費（５千円）、生産者謝金（７０千円）、保険料（２千
円）、バス借上げ（１３０千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 土佐町、黒潮町、高知市 981             

22,806        合計 27,369        



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

5        5,674              

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

7,077              

人

人日年間研修総日数 20    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 1      人

5        



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

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

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

-

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 -                    

44,509            

千円-                    

26,407             

千円

37,140            

千円

千円

千円

千円千円 837                 

67,516            千円 42,177            -25,339           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

-

34%

-

-

-17,970           -

千円 -

千円

-                    

-

-

61,794             千円 63,043             

千円 23,643             

51%

千円

96%

7,369              

千円

千円

-25,570           

-                    千円

-千円

6,351              

-19,219           

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

231                千円

千円

積増し相当分

千円

20,685             

千円

42,862             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

1,018              千円 21,703             千円

前年度差

1,249               

平成23年度 平成24年度

86,686            104,656           

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

5,469              

交付金相当分 44,509            

千円

21,703            

22,806            

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

-                     千円 -                     

22,806             16,455             

41,340             41,109             



２－２．消費者行政予算について②

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

うち都道府県

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24年度末時点）

27.28337093

千円

千円

％

％

％60.74634419

17.28042168

13,900             

118,627           

103,890           

14,737             

11                   

9

2

76,450             

62,550             

うち管内市町村 2 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 11                   人

うち都道府県 9 人



２－３．消費者行政予算について③

41,340             うち基金（交付金相当分）対象外経費 47,565             千円

①都道府県の消費者行政予算 47,565             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

62,004             千円

千円

千円

千円

14,439             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 5,674               

千円

千円

86,686             

44,509             

24,682             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 7,637               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62,004             千円 千円42,177             

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

23,643             

22,806             

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

15,478             

平成20年度 平成24年度

千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 1,963               千円

千円

千円

63,043             

21,703             

千円

千円

-19,827           

837                 うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,439             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

-6,225             

9,204               

-13,602           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

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 5,000                               千円

人

8        人

5,469                               千円

10,393                              

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）

214                                  千円

千円

154,383                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

51                                    千円

8        

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

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

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） 64,584                              

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） 25,289                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 34,383                              

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

15,811                              

千円

44,509                              千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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

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

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

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成23年度末

３．基金の管理
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