
平成 年度25

徳島県 事業計画

都道府県コード 360007



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）

事業計画【総括表】平成 25 年度 徳島県

684                            

885                            

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

-                                -                         

885                      

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

30,436                        

-                         

19,841                 

事業名

-                                

1,143                          

-                         

-                                

４.消費生活相談体制整備事業

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

77,399                 

102,067                                                         

3,942                   3,258                          

102,067                71,631                        

244,342                                                          

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

消費者行政予算総額

206,488                                                          

-                                

合計

-                                

18,698                        

-                                

管内市町村予算総額

基金取崩し額

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

10,169                        67,230                        

37,854                                                            

都道府県予算

↑常勤化、定員増反映後

↑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

取崩し割合

,

①参加者総数

①参加者総数

②年間研修総日数

42%

実施形態

基金取崩し額（先駆的事業対象経費に限る。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

法人募集型

自治体参加型

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

③参加自治体

28                       

1,680                                                             

28                       

基金取崩 額

41%



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（講師謝金、講師旅費、資料印刷代、企画・運営費等）、
会場借り上げ、講師謝金、費用弁償、教材購入費

事業の概要事業名

612            

基金（交付金
相当分）
対象経費

事業経費

2,646           

612             

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

2,646          

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）
県内の消費生活相談員及び市町村消費者行政担当職員等
を対象としたレベルアップ講座を開講

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

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
※

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

市町消費生活相談員や市町村消費者行政担当職員に対し
て助言等を行う相談員及び消費者行政担当職員を国民生活
センター等の研修に派遣

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

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

1 1433 561

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

特定商取引法及び条例に抵触又は違反する事例に対して、

旅費、委託料（旅費、テキスト代等）

報酬（非常勤職員の勤務日数増加分）※被災４県は２５年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

1,143         3,561          
法執行体制を強化

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）

・消費者教育推進計画の周知（パンフレット作成）
・消費者教育・啓発事業（消費者県民大会・出前講座・くらし
のサポーター活動・消費者大学校開講）の実施
・市町村福祉部局や高齢者福祉関係機関、市町村消費生活
相談窓口の連携、支援を行うことを目的とした相談員（支援
員）の配置、高齢者に対する啓発の充実等
・食に関する正確な情報の提供、シンポジウムの開催、先進
的に取り組む食品関連事業者の登録・公表制度の運用等、
食の安全・安心に関するリスクコミュニケーション促進事業の
実施
・「節電・省エネ」によるライフスタイルの転換推進事業、障害
者消費者教育推進啓発事業、健康とくしま応援団における野
菜摂取量アップ推進事業、安全安心なリフォーム･コンシェル
ジュ事業、地場産物理解のための食育教材開発事業、ＴＯＫ
ＵＳＨＩＭＡ消費者教育活性化事業、みんなで学ぼう知っとく
消費者推進事業の実施

報酬（非常勤職員の勤務日数増加分）

44,035        42,498         

・印刷費
・講師謝金、講師旅費、資料代等、郵送料、広報費、司会料、
会場借り上げ、委託料（講師謝金、旅費、パネル作成費等）、委
託料（募集要領作成、郵送料、会場借り上げ、消耗品費、講師
謝金、講師旅費、連絡調整・運営費、資料代等）
・委託料（支援員人件費、費用弁償、消耗品費等）、啓発用資
材作成・購入費、切手代等
・報償費（講師、選定委員）、費用弁償、印刷費、消耗品費、通
信運搬費、委託料、会場借り上げ、バス借り上げ
・講師謝金、講師旅費、賃金、旅費、需用費（印刷製本費、啓発
用物品等）、委託料、会場借り上げ、通信運搬費（切手代、郵送
料）、備品購入費（運搬道具、保冷庫）



71,631        合計 77,031       

1,680           
委託料（講師謝金、報酬、交通費、需用費（資料購入・作成費
等）、切手代、保険料、会場借り上げ）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

1,680          

・食品表示監視パトロールや食品事業者への立入検査、科学
的産地判別分析の実施。食品表示の適正化を推進するた
め、食品事業者及び消費者に対する研修、食品表示の状況
調査等の実施
・食品衛生管理指導事業（食品衛生検査機器の購入（更
新）、事業者に対する食品添加物の使用基準や遺伝子組み
換え食品の表示等に関する指導、消費者や事業者を対象と
した食品衛生検査の見学会の実施）

21,897        

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）
※先駆的事業は当該欄に記載

消費者力向上事業（主に高齢者を対象とした講座を開催する
とともに、受講者に対して講座実施前、実施後にアンケート調
査）の実施

県消費者協会への補助金

・需用費（分析サンプル収集費用）、役務費（分析検査費用、検
体送料）
・備品購入費、需用費（見学者説明用資材作成）

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）

県消費者協会が行う、自家消費食材を対象とした放射性物質
検査及び放射性物質に関する啓発

2,600          2,600           

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）

20,452         



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

なし

特別講座及び相談対応力の向上を目的とした研修を実施することにより、消費生活相談員及び市町村消費者行政担当職員等のレベル
アップを図る。

なし

県消費者行政担当職員・相談員が、国民生活センターや消費者庁等主催の研修会に参加し、取得した知識・情報等をもとに市町村を
支援。

非常勤特別職（事業者指導専門員）１名を配置（月１４日）

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）

（強化）

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）

⑨消費生活相談体制整備事業 （既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）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）

（既存）

（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）

（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）

（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）

イメージマップの検証、消費者問題に関心の高い消費者の消費者教育の企画、実施等を行う能力の涵養。

出前講座、パネル展示等による啓発。

消費者教育・啓発（自立した消費者の育成をさらに充実させるために行う消費者大学校の再編等）、高齢者の消費生活被害防止及び食
に関するリスクコミュニケーションに係る事業及び県の他部局（教育委員会や保健福祉部等）において消費者教育・啓発の推進に向けた
事業を実施。

なし

県消費者協会が実施する放射性物質検査及び放射性物質に関する啓発に対して補助金を交付。

食品表示の疑義情報をもとにした調査・分析。食品表示の適正化指導の実施。

食品表示監視パトロールや科学的産地判別分析を実施する等、食品表示の産地偽装防止に向けた監視活動を強化。
食品衛生検査機能の向上・効率化、事業者の自主衛生管理体制の強化を図るとともに、消費者や事業者に対して科学的な検査の状況
等を啓発する機会を設ける。

なし

立入検査や行政指導、行政処分等の法の執行が速やかに行えるよう、非常勤特別職（事業者指導専門員）の勤務日数を増やし、体制
を強化。

非常勤特別職（事業者指導専門員）１名を配置（月１４日）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

（既存）

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。

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（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）

（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）
※先駆的事業は当該欄に記載

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

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）

人日

法人募集型

人人

自治体参加型

414               

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

参加者数

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）

1       

実地研修受入人数

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,143            

対象人員数計 追加的総費用



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）

研修参加旅費、教材費、研修負担金等684             鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町、上板町

相談員の人件費（報酬 賃金 社会保険料等） 費用弁

-

- -

-

-

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 概要

執務参考資料等購入、センター広報用ポスター・チラシ
作成費、周知用物品購入、事務用機器（ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、机、
イス、キャビネット、ロッカー等）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町、上板町 1,783          

事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

885             

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

-

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）

-

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） 714             

--

-⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

合計 33,380        30,436        

-⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

4,031          

-

- -

-

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）

4,031          小松島市、三好市、上板町、つるぎ町

鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町、上板町 20,308         

講演会開催費用、広報用資料及び啓発用冊子等作成・
購入・配付費、無料法律相談会謝金等

18,698         

6,544          

消費者協会に対する事業費補助・事業委託、啓発用物
品等の作成・購入費

-

相談員の人件費（報酬、賃金、社会保険料等）、費用弁
償

6,138          
鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、佐那河内村、
神山町、美波町、松茂町、板野町、東みよし町、上板
町、阿波市

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

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（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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）



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11      

人

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

参加者数

法人募集型実施形態 自治体参加型

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）

人

対象人員数

人日

16,102            

人

人 千円13      18,698            

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

1,680 千円 -

1,680 千円 34%

うち先駆的事業対象

-

チェック項目

-

35%

-

200,706           千円 206,488           

千円

- 千円

積増し相当分

千円- 千円 -

千円

22,957            千円 71,631             千円

千円

48,674             

前年度差

5,782               

平成24年度 平成25年度

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

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

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

102,067           

千円

71,631            

30,436            

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 80%

-

0 千円 -

1,680 千円 -

1,680 千円 41%

-

0 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

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

千円

-

-

1,766              

-                    -                    千円

76,670            

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

242,576          

-

-

-                    -

千円

-

-6,456            

千円

千円

-

-

-23,631          

千円

千円 37,854             

42%

80%

25,397            

千円

-                   千円

-千円

2,440              

-4,016             

千円

千円

千円

千円

千円

千円

-17,175          千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

165,906          千円 142,275          

7,418               

102,067          

134,857           152,032           

千円

千円

30,436             

-                     

千円

41,870             

13,874             

千円

27,996             

-                     

-                   千円 -                   

244,342          

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

うち都道府県

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

253,007           

うち管内市町村

うち都道府県

人

人

人

千円

うち都道府県

うち管内市町村

うち管内市町村

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

7 418 千円

17                   

17

118,150           

118,150           

千円

-                     

260,425           

千円

千円

千円

うち管内市町村 27 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 47                   人

うち都道府県 20 人

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

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 28                  

80                   

22                   

うち管内市町村

うち都道府県

％

うち管内市町村

％

％

7,418             千円

80                   ％

28                  ％

22                   ％



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象外経費 54,919             千円

①都道府県の消費者行政予算 54,919             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円

千円

千円

244,342           

102,067           

173,021           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 18,698             

71,321             千円

7,418               うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,402             千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 19,841

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

16,402             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成20年度 平成25年度

千円

71,631             千円

千円

千円

37,854             

30,436             

千円 1,143               千円

千円

千円

151,569           

79,938             

21,452             

206,488           

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

134,857           

-8,984             千円

千円

千円

千円70,954             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 71,321             千円 千円142,275           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 19,841           



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

1,468                               千円

千円

102,067                            千円

-                                     

３．基金の管理

1,680                               千円

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）

360                                  千円

千円

167,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成25年度の交付予定額

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     

-                                     

-                                     

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

千円

-                                     

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） 101,495                            

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

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

人

人

-        

-        

12      

相談員数

相談員数

平成25年度末予定

12      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

8        相談員総数

相談員数

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

研修講座等の参加により、資質の向上を図る。

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

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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

8        

平成24年度末

-        


