
都道府県コード 360007

平成 年度26

徳島県 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

↑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

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

175                     

23,882                 

平成 26 年度 徳島県

事業名

-                               

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

-                               

175                            

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                               

780                            18,711                       

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

都道府県

32,536                                                          

25,686                       

-                               -                        

-                               -                               -                        

-                        

918                     -                               

44,466                 18,780                       

190,685                                                         

18,000                       

19,491                 

918                            

消費者行政予算総額

158,149                                                         

-                               

合計

①参加者総数

法人募集型

44,466                                                          

管内全体の研修参加

23%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                                                  

23                       

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合

自治体参加型

基金取崩し額

23%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業対象経費

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

5,882                         

23                       



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）

対象経費事業の概要

780            

交付金相当分
対象経費

780             

事業経費事業名

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、
法執行体制を強化

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

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）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

12,950        12,950         

・講師謝金、講師旅費、会場借り上げ、資料代
・委託料（旅費、パネル作成費、紙芝居・教材等作成費、相談
員の研修旅費等）
・手数料
・啓発用資材作成・購入費
・委託料（支援員人件費、費用弁償、消耗品費等）
・講師謝金、講師旅費、会場借り上げ、資料印刷・購入費等
・委託料（相談員（電話対応、訪問）賃金、旅費）

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26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

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

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）

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           県消費者協会への補助金

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）

・消費者教育の担い手の支援（教職員向け研修会の開催、相
談員の研修参加等）
・県オリジナル教材の作成・普及、出前講座、啓発展示の充
実
・「消費者教育の拠点」としての県消費者情報センターの広
報、センターホームページの改良
・地域の見守り人材（民生委員やケアマネ等）を対象とした研
修・啓発及び配付用啓発資材の作成
・くらしのサポーター等による啓発活動の実施
・市町村消費生活相談窓口や高齢者福祉関係機関等の連
携、支援することを目的に配置した相談員（支援員）による市
町村への巡回訪問等の実施
・消費者に対する食品表示の啓発（消費生活コーディネー
ター等による食の適正表示の普及啓発、講演会の開催）
・徳島リフォーム･コンシェルジュ事業の実施

報酬（非常勤職員の勤務日数増加分）



18,780        合計 18,780       

・景品表示法に基づく飲食店メニュー等の適正表示の推進
（調査の強化、職員研修、飲食店等への講習会の実施、研修
会等への講師派遣、パンフレットの配布等）
・食品表示法の推進指導体制の整備、事業者に対する食品
表示法の周知・指導（説明会の開催、パンフレット等の作成・
配布、「新しい食品表示」に関するホームページの作成）等

2,450         2,450           

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

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）

講師謝金、講師旅費、職員旅費、切手代、会場借り上げ、高速
道路通行料、資料印刷・購入費等

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（先駆的事業）

⑮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

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。

適正なメニュー表示等の普及・啓発及び調査の強化により、景品表示法に基づく飲食店メニュー等の適正表示を推進。
推進指導体制の整備、事業者に対する法の周知・指導を行うことにより、新しい食品表示制度（食品表示法）の円滑な推進を図る。

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。

出前講座、パネル展示等による啓発。

消費者教育・啓発（ライフステージに応じた消費者教育の充実、地域の見守り人材及び育成してきた地域の消費者リーダー等の活用、
消費生活コーディネーター・消費者団体と連携した食品表示の啓発等）、市町村の自立的相談体制強化に向けた支援及び県の他部局
（住宅課）において消費者の安全・安心を確保するための事業を実施。

なし

非常勤特別職（事業者指導専門員）１名を配置（月１４日）

（既存）

（既存）

（強化）

⑯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

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）

（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

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）

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
※被災４県は26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）

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）

⑮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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（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）



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

６．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計 追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

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）

414               

年間研修総日数 人日 人日

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

1       

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）

1       

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）

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（先進性・モデル性の高い事業）

合計 28,607        

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

670             

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（先駆的事業）

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）

20,507         

講演会開催費用、広報費用、啓発用冊子及び物品の作
成・購入費、無料法律相談会謝金等

18,711         

5,431          5,212          

850             三好市、東みよし町

948             

消費者協会主催のイベントにおける講演会の開催費用
（講師謝金、講師旅費、啓発用チラシ印刷製本費等）、啓
発用リーフレット作成費等

相談員の人件費（報酬、賃金、社会保険料）、費用弁償

研修参加旅費、教材費、研修負担金等918             

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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
交付金相当
分対象経費

計
概要

執務参考資料等購入、センターの周知に係る経費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 871             175             

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）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬
市、佐那河内村、神山町、美波町、松茂町、板野町、上
板町、東みよし町

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） 鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町、上板町

鳴門市、小松島市、阿南市、美馬市、板野町、上板町

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

25,686        



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

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

13      18,890            

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

人日

16,102            

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）

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

人

11      

年間研修総日数

人



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）

0 千円 -

0 千円 12%

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 79%

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 23%

-

0 千円 -

千円 -                    

-

-

--                    

千円

千円

-                     

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

120,820          

うち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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

44,466            

-46,548          

-                    

116,413          千円 146,219          29,806            うち交付金相当分取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

12%

-

-

-

千円 -

千円

-                    

-

-

-469               

千円

201,853           千円 158,149           

千円 32,536             

23%

千円

79%

-76,354          

千円

-                    千円

-千円

-2,375            

-2,844             

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

30,275            千円

千円

積増し相当分

千円

92,759             

-                     

千円

35,380             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち交付金相当分対象外経費

18,780             千円

237,233          

28,061             

139,369           109,094           千円

6,850               7,319               

千円

前年度差

-43,704           

前年度 今年度

-                     千円 -                     

千円

-73,979          千円

25,686             

190,685          

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 44,466            

千円

18,780            

25,686            

①都道府県の消費者行政予算



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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた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（前年度末時点）

23                  

千円

千円

％

-                     

-                     

％

％79                   

12                   

-                     

146,219           

139,369           

6,850               

-                     

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

23                  ％

12                   ％

79                   ％



２－３．消費者行政予算について③

139,369           うち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

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

71,984             千円

千円

千円

千円

17,065             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 18,711             

千円

千円

190,685           

44,466             

118,701           

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 19,491             千円

うち交付金相当分対象外経費 71,984             千円 千円146,219           

うち交付金相当分対象経費 千円

32,536             

25,686             

千円

うち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

103,230           

平成20年度 今年度

千円

千円

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 780                 千円

千円

千円

158,149           

18,780             

千円

千円

74,235             

6,850               うち交付金相当分対象外経費 17,065             千円

うち交付金相当分対象経費

84,450             

15,471             

-10,215           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

今年度の基金上積額（交付金相当分） 36,195                             千円

人

24,451                             千円

千円

人

-                                     千円

-                                     

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

206                                  千円

千円

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

-                                     千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

-        

-        

8        

設置当初の基金残高（積み増し相当分） 50,000                             

-                                     

-                                     

8        相談員総数

相談員数

相談員数

-        

今年度末予定

8        今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

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

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

研修講座等の参加により、資質の向上を図る。

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 32,516                             

44,466                             千円

④その他

処遇改善の取組

○

前年度末うち委託等の相談員

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

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

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

8        

前年度末

-        

３．基金の管理



別添

自治体名 徳島県

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

シニアの被害・ゼロの輪事業 ①

１　地域の見守り人材を通じた情報発信の強化（関係機関・団
体等と連携し，福祉面での訪問活動チャンネルの活用による啓
発，民生委員やケアマネの研修に対する講師派遣など）
２　くらしのサポーター等による地域に密着した啓発活動の実施
（くらしのサポーターや消費者大学校卒業生等による地域の集
会等での「ミニ出前講座」の実施）
３　県消費者情報センターに支援員２名を配置し，支援員を中
心として市町村窓口職員の対応能力の向上や消費者相談体制
の充実など自立的相談体制強化に向けた支援、市町村消費生
活相談窓口及び高齢者福祉関係機関等への巡回訪問を実施

6,500 有

計 6,500

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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