
都道府県コード 390003

平成 年度25

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

平成 25 年度 高知県

事業名

-                                

事業計画【総括表】

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                                

434                            434                            

21,685                        

-                                

4,119                          

780                            

-                                

-                                

11,146                        

38,689                        20,341                        

96,125                                                            

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

18,348                        

都道府県予算

消費者行政予算総額

55,893                                                            

-                                

合計

管内全体の研修参加

40%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数

4,644                          

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

③参加自治体

38,689                                                            

40,232                                                            

法人募集型

自治体参加型

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

2,694                          

8,937                          12,748                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

1,950                          

7,027                          

780                            

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

①参加者総数

②年間研修総日数

22                              



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）

対象経費

委託料（1,835千円）

事業の概要

4,283         

20,341        合計

基金（交付金
相当分）
対象経費

780             

4,119           

事業経費

1,835           

859             

事業名

市町村窓口への市町村支援担当の専任相談員の派
遣及び弁護士・司法書士の活用

消費生活相談対応の強化及び事業者指導・法執行の強

859            

780            

20,505       

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

1,835         

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催） 消費生活相談員研修実施

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援消費生活相談員研修参加

8,074         8,074           

講師謝金（1,483千円）啓発資料作成（81千円）物品購入（77千
円）リーフレット等購入（2,658千円）研修資料作成（66千円）郵
送料（175千円）広告料（704千円）啓発用品作成委託料（2,733
千円）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

消費者啓発の強化及び消費者被害の防止のための地
域の多様な主体等との連携強化

4,674         4,674           

旅費（835千円）参加負担金（24千円）

講師謝金（1,055千円）旅費（408千円）研修資料作成費（53千
円）郵送料（162千円）損害保険料（16千円）消費生活講座委託
料（975千円）研修参加負担金（5千円）消費者団体等補助金
（2,000千円）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

消費者啓発の強化及び消費者被害の防止のための活動

報償費（3,472千円）共済費（551千円）費用弁償（96千円）

旅費（60千円）講師謝金（720千円）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

消費者団体による自主的な取組や地域で活動するサポーター等の活動支援。サポーターに対するフォローアップ研修の開催。

事業者指導・法執行部門や、相談部門の強化を図るため、本課及び県立消費生活センターに非常勤職員を各１名配置。

執務参考資料のみで、相談に対応。

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。弁護士・司法書士を併せて月２回（３時間/回）活用。

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）。

大学との連携講座の開催。多重債務者相談会の開催。若者、高齢者及び周辺関係者に啓発資料配布。

なし。

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。

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。

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。

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。

なし。

（既存）

（既存）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

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）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

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）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新
規分も対象。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

（既存）



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載）

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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）

2,837             

年間研修総日数 人日 人日

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

2       4,283            

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

実地研修受入人数



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）

合計 23,153        18,348        

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

-                ⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

高知市、室戸市、南国市、須崎市、四万十市、香
美市、芸西村、黒潮町、幡多広域市町村圏事務
組合、東洋町、大豊町

8,712          

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

8,708          

229             

-                

-                -                

-                

南国市、黒潮町

高知市、南国市、香美市、幡多広域市町村圏事
務組合

11,827         

講師謝金（250千円）啓発資料作成（3,243千円）啓発リー
フレット等購入（5,039千円）研修資料作成（181千円）郵
送料（336千円）啓発講座会場設営委託（99千円）会場借
上げ（16千円）

7,027          

1,871          

講師謝金（229千円）

-                

報酬（5,994千円）共済費（960千円）費用弁済（73千円）

旅費（1,833千円）参加負担金（37千円）1,870          

229             

80               講師謝金（80千円）

-                

-                -                

-                

-                

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

-                

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

書籍購入（60千円）窓口周知パンフレット印刷（220千円）
ホームページ更新料（154千円）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 香美市、幡多広域市町村圏事務組合 434             434             

-                -                ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

高知市 80               

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

高知市、室戸市、安芸市、南国市、須崎市、四万
十市、香美市、安田町、安田町、芸西村、本山
町、土佐町、黒潮町、幡多広域市町村圏事務組
合、大豊町

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）



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．消費生活相談体制整備事業（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

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

6       

人

法人募集型実施形態 自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

6       11,827            

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

人日

7,446              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）



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 -                    

38,689            

千円-                    

837                 

千円 -                     

44,509            

千円

千円

千円

千円千円 21,884             

42,177            千円 57,436            15,259            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

-

36%

-

-

9,439              -

千円 -

千円

-                    

-

-

63,043             千円 55,893             

千円 40,232             

40%

千円

46%

-5,820            

千円

千円

21,047            

-                    千円

-千円

-4,458            

16,589             

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-5,788            千円

千円

積増し相当分

千円

21,703             

-                     

千円

23,643             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-1,362            千円 20,341             千円

前年度差

-7,150             

平成24年度 平成25年度

96,125            86,686            

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

187                

交付金相当分 38,689            

千円

20,341            

18,348            

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 -                     

18,348             22,806             

35,552             41,340             



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25年度末時点）

22.41865855

千円

千円

％

％

％33.89492352

17.17366159

13,900             

133,886           

98,102             

35,784             

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

35,552             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 7,027               

千円

千円

96,125             

38,689             

34,121             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 11,146             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 62,004             千円 千円57,436             

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

40,232             

18,348             

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

8,328               

平成20年度 平成25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 4,119               千円

千円

千円

55,893             

20,341             

千円

千円

-4,568             

21,884             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

-12,013           

25,793             

7,445               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

人

8        人

187                                  千円

-                                     

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

149                                  千円

千円

154,838                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

8        

8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25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25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 41,752                              

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 3,212                               千円

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

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

187                                  

千円

38,689                              千円

平成25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24年度末うち委託等の相談員

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度末

平成24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24年度末

３．基金の管理


	（39高知県）【変更251114】③【25 年度】様式２ 都道府県事業計画様式（記入要領未対応）
	2（39高知県）【変更251114】③【25 年度】様式２ 都道府県事業計画様式（記入要領未対応）
	3（39高知県）【変更251114】③【25 年度】様式２ 都道府県事業計画様式（記入要領未対応）
	4（39高知県）【変更251114】③【25 年度】様式２ 都道府県事業計画様式（記入要領未対応）
	5（39高知県）【変更251114】③【25 年度】様式２ 都道府県事業計画様式（記入要領未対応）

