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青森県 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

-                                

48                              

①参加者総数

②年間研修総日数

2              

100          

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

#VALUE!

12,148                        

（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

11,383                        

2,317                          

-                                -

18,665                        

都道府県

2,395                          78                              

1,748                          

（３）消費生活相談員養成事業

3,137                          

765                            

4,804                          7,266                          

③参加自治体

550          

青森県

管内全体の研修参加

47%

③実地研修受入自治体

11            

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 91,451                                                            

70,444                                                            

8,850                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

-                                

-

②年間研修総日数

91,451                        41,110                        

195,337                                                          

（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

（７）食品表示・安全機能強化事業

3,137                          

3,553                          5,301                          

-                                

-                                

2,462                          

平成 22 年度 青森県

事業名

事業計画【総括表】

合計

48                              

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

五所川原市

50,341                        

-                                -                                

-                                

4,535                          

29,106                        

都道府県予算

47,771                        

消費者行政予算総額

124,893                                                          

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 13,385                        

（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）

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）

1,748          

謝金・旅費

1,847          

研修参加支援5,907                 

相談員用専門図書、書庫等の購入経費1,748                 

5,476                 

-                       

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）

弁護士等の活用（週１回）

相談員、担当職員の国民生活センター主催研修等への
参加支援

相談員等を対象としたレベルアップ研修会の開催（４回）

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）

対象経費

講師謝金、講師旅費、教材費、委託管理費

旅費、研修負担金（資料代）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,847                 

講師謝金、講師旅費、教材費、委託管理費615                   

県の消費者行政担当職員及び相談員（非常勤）への時
間外勤務手当支給

4,535          

-                       

人件費（時間外勤務手当）

事業名 事業の概要

消費生活センター相談室の設備等の充実

-                       

615             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 2,317                 

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

5,907          

啓発グッズ（クリアファイル、ティッシュ、文房具等を想
定）作成費、広告費、寸劇スタッフ謝金・旅費等

18,665               18,665        

5,476          相談員養成の実務的研修の開催（１３名）

相談員養成の実務的研修への参加（１１名）

2,317          

寸劇による消費者教育、テレビ広報等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 4,535                 

41,110        41,110              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

相談員用の専門図書や研修用ＤＶＤ、書庫等を購入

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）

管内の市町村からの要望等を踏まえ、１３名を養成するための実務的研修を開催

（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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

相談員向けの教材等が十分整っていない。

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）テレビ広報等はなし。

（既存）

（強化）

（強化）

３名各１回分の研修旅費を予算措置（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

なし

県内の消費者行政担当職員向けとしては、事例検討会（月１回）を開催

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

現在相談員は１６名

テレビ・ラジオ、交通広告等幅広い広報事業を展開し、消費者教育・啓発を強化

相模原での研修２０回、仙台での研修７回に参加するための旅費を支援

なし

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

週１回、弁護士・司法書士等を活用

（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）

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）

新たに相談を担える者を県として１３名養成

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

上記に加え、管内の相談員、消費者行政担当者等を対象とした研修（食品表示を含む）を年４回開催

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）消費生活相談員（非常勤）は時間外勤務手当なし

県の消費者行政担当職員及び消費生活相談員（非常勤）に対し、消費者庁創設に伴い増加する業務を行うにあたっての時間外勤務手当を支給する。



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

19      4,535             

参加者数

人日

人人 11    

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数 220   

3,378             

年間研修総日数 人日

19      

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）

青森市、弘前市、八戸市 3,553          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
十和田市、むつ市、つがる市、平川市、今別町、藤
崎町、野辺地町、七戸町、六戸町、新郷村

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）

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）

青森市 78               

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十
和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内
町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦
町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳
町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、
横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、
東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子
町、南部町、階上町、新郷村

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）
五所川原市、平内町、鶴田町、東北町、六ヶ所村、
三戸町、五戸町、南部町

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十
和田市、三沢市、つがる市、平川市、平内町、今別
町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋
村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、
中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北
町、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間
浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、
階上町、新郷村

五所川原市　

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 765             

拡充3カ所

2,315          新たに窓口設置８カ所

3,553          

2,315          

765             

拡充１０カ所

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

78               弁護士等の専門家を6回活用

822             

4,804          4,804          

822             

消費生活相談員等レベルアップのための研修参加支援

２名分支援

消費者被害防止のための啓発等29,106         

⑨消費生活相談窓口高度化事業

29,106         



48               弁護士２回活用

8,850          

野辺地町 48               

消費生活相談員６名分の人件費、消費生活相談員３名の時
間外勤務手当及び報酬引上げに係る人件費

8,850          

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 青森市、八戸市、五所川原市、むつ市、大鰐町

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

50,341        合計 50,341        



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

9       8,850              

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）

8,678              

法人募集型

人

人日年間研修総日数 100   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）

3       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 2      人

9       



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

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 851                 

50,341             41,589             

交付金相当分 91,451            

千円

41,110            

50,341            

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

86,800            

195,337           189,961           

平成21年度 平成22年度

千円 83,783             84,286             

千円

-4,101            千円 41,110             千円

前年度差

-503               千円

千円

45,211             

千円

60,464             

積増し相当分

-4,604             

851                千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

1,228              千円千円千円 20,103             -

千円

千円

-

129,497           千円 124,893           

千円 70,444             

47%

千円

71%

4,651              千円

8,752              

9,980               

5,376              -

千円 -

千円

チェック項目

-

33%

-

-

725                うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円 -                    

千円

千円

103,161           千円 103,886           

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

91,451            

千円

18,875             

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）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 851                

千円

千円 851                



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

-                     

103,886           

83,783             

20,103             

0.468170393

千円

千円

％

％

％

-                     

-                     

-                     

0.714624382

0.329161762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22年度末時点）

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



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

91,451                              千円

３．基金の管理

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

16       

平成21年度末

うち委託等の相談員

千円

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

平成21年度末

平成21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

平成22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21年度末

千円

千円

289,863                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 125,046                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

国民生活センター主催の研修参加費について、３回分の予算計上から２７回分（９倍）に充実

相談員用専門図書、書庫等の備品充実

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 215,461                            

16       平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

相談員数

16       相談員総数

相談員数

相談員数

平成22年度末予定

-                                     千円

-                                     

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

1,036                               千円

千円

人

16       人
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