
都道府県コード 010006

平成 年度22

北海道 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）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

都道府県予算

消費者行政予算総額

633,363                                                          

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

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 17,249                        

1,350,031                                                       

327,910                      

27,086                        

40,646                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

20,028                        

9,837                          

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

-                                

-                                

86,556                        

合計

414,466                      

5,611                          

143,721                      

37,897                        

10,569                        

121,277                      

-                                

20,618                        

9,216                          41,181                        50,397                        

11,429                        

-

7,589                          

5,611                          

3,840                          

-                                

13,189                        24,708                        

平成 22 年度 北海道

（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

（３）消費生活相談員養成事業

市町村

15,940                        

-                                

-                                

事業名

-

（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

基金取崩し額 414,466                                                          

716,668                                                          

管内全体の研修参加

31%

管内市町村予算総額

③実地研修受入自治体

①参加者総数

実施形態

②年間研修総日数

71,170                        

22,444                        

都道府県

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

事業計画【総括表】

10,569                        

（７）食品表示・安全機能強化事業

15,940                        

71,170                        



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）

消費生活相談DVDﾏﾆｭｱﾙ作成配付委託料、相談員等
の市町村派遣等に係る委託料

86,556        

⑦消費生活相談窓口高度化事業

専門研修（４回）、地方研修（１４回）を開催

講師旅費、会場借料、資料代

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

13,189                非常勤報酬、共済費等

事業の概要

講師謝金、講師旅費、パンフレット作成･配付費、記事
掲載費、ＤＶＤﾌﾟﾚｰﾔｰ等購入費、教育研修会開催費
等

86,556               

講師謝金

2,567          

相談対応ﾏﾆｭｱﾙDVDの作成、相談員及び専門家による
市町村派遣研修、広域相談体制推進のための市町村派
遣

16,803         

446             

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2,567                 参加旅費、資料代

事業経費

6,649          

講師謝金、講師旅費、会場借料、会議資料代等

別表１ 都道府県実施事業分

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）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

3,840          ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝｱｰ等専門家を活用した窓口高度化

講師謝金、講師旅費、会場借料、会議資料代

3,840                 

6,649                 

国民生活ｾﾝﾀｰ等で実施される研修への参加を支援

消費者研修会の開催、情報提供、啓発資材の購入、専
門家育成

ｾﾐﾅｰ開催、普及啓発講演会、啓発ｷｬﾗﾊﾞﾝの実施

16,803                

ＪＡＳ法に関するｾﾐﾅｰ開催 446                    

22,444                

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑧食品表示・安全機能強化事業 20,618                

22,444         

20,618         

消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝ加入による相談件数増に対応する相談
員、消費者教育啓発担当者の配置

13,189         

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

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）

合計

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

６都市で食品関係事業者及び流通業者を対象に、法解説や事例研究なども含めた幅広い研修として拡充実施

⑩商品テスト強化事業
（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）

なし

５都市で食品関係事業者を対象に食品表示の概要についての研修を実施

専門研修開催等の開催等、市町村消費者行政活性化の促進するため非常勤職員の配置及び共通ダイヤル導入に伴い増大する相談
対応等のため非常勤職員を配置により消費者行政の活性化を図る。

特定分野の専門家や道センター消費生活相談員を市町村に派遣し実地研修を行うことによって市町村の消費生活相談体制の強化を
支援、相談対応DVDﾏﾆｭｱﾙの作成及び市町村への配付、一定規模以下の市町村に対し広域相談体制の促進支援のため道立ｾﾝﾀｰ
職員等を派遣。

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

なし

ファイナンシャルプランナーや医師等、特定分野に見識のある専門家を道立センターに配置することにより、相談窓口の機能強化を図
る。

なし

（強化）
（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（既存）

なし

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）

市町村相談員等を対象とした研修を開催することにより、苦情処理の根拠となる法的知識や商品知識、社会情勢等の知識向上を図り、
道内の相談生活相談体制の強化を図る。

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

なし

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）

なし

商品テスト部職員を対象に食品分析研修により商品テストに関する資質が図るとともに、一般消費者を対象とした食品表示に関するセミ
ナーを開催し消費者の意識向上を図る。安心安全に係る普及啓発、健康食品に関する正しい知識の普及、有機農産物表示に係る啓
発、食育に関する普及啓発を実施。

高齢者や若年者等対象を区分した消費者ｾﾐﾅｰの開催（札幌市４回、道内14会）、消費者被害情報の月刊誌への掲載、計量制度に関
する広報、省エネに関する正しい知識の普及により消費者教育を推進する。

国民生活センター等が主催する研修に、道立消費立生活センター相談員等を参加させることにより、相談員の資質向上を図る。

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（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）

なし

（既存）

（強化）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）



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 千円

年間実地研修受入総日数

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

18    13,189            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

9,669              

人

自治体参加型 法人募集型実施形態

人日年間研修総日数 人日

参加者数



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）

事務用備品、巡回相談用車両　等

食品表示に関する相談員研修、市民への啓発　等

相談室改修、事務用機器設置　等2,638

20,028

2,973

⑨消費生活相談窓口高度化事業

札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、当別町、函館市、北斗市、松前町、福島
町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国
町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、小樽市、寿都町、蘭越町、ニセコ
町、真狩村、喜茂別町、京極町、岩内町、神恵内村、仁木町、赤井川村、美唄市、芦
別市、赤平市、三笠市、滝川市、歌志内市、深川市、上砂川町、長沼町、栗山町、浦
臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、沼田町、旭川市、士別市、名寄市、富良野
市、鷹栖町、剣淵町、下川町、美深町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初
山別村、遠別町、天塩町、幌延町、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、
利尻町、利尻富士町、北見市、網走市、紋別市、美幌町、清里町、斜里町、小清水
町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄
武町、大空町、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、安平
町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、様似町、えりも町、新ひだか町、帯広市、音
更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大
樹町、広尾町、幕別町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路市、釧路町、
厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、根室市、別海町、中標津町、
標津町、羅臼町

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）

ニセコ町 3,382

富良野市 2,638

相談員の外部研修への派遣　等　40,321 38,938

2,243

札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、深川市、旭川市、士別市、
名寄市、北見市、苫小牧市

7,719 7,589 弁護士・一級建築士を窓口にを配置、専門分野別研修の開催　

専門知識向上のための研修開催　等2,243

相談室事務機器・商品テスト機器購入、参考資料購入、相談室 　

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

71,170

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、函館市、小樽市、岩見沢市、赤平市、滝川市、上
砂川町、旭川市、士別市、留萌市、幌延町、北見市、紋別市、美幌町、苫小牧市、登
別市、浦河町、帯広市、音更町、清水町、芽室町、広尾町、釧路市、根室市

75,556

15,940

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） 相談室事務機器購入、参考図書購入、相談室改修　等

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑫食品表示・安全機能強化事業
札幌市、江別市、恵庭市、小樽市、士別市、紋別市、美幌町、滝
上町、苫小牧市、登別市、清水町

16,031

20,028

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

石狩市、七飯町、鹿部町、森町、長万部町、江差町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、喜
茂別町、京極町、岩内町、神恵内村、余市町、赤井川村、三笠市、砂川市、南幌町、
奈井江町、長沼町、栗山町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、剣淵
町、小平町、稚内市、中頓別町、豊富町、礼文町、利尻富士町、伊達市、様似町、上
士幌町、鹿追町、新得町、中札内村、更別町、大樹町、豊頃町、本別町、足寄町、釧
路町、白糠町

札幌市、江別市、士別市、遠軽町、苫小牧市、上士幌町、釧路市



327,910      合計 337,082      

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
札幌市、江別市、当別町、函館市、ニセコ町、岩内町、留萌市、
伊達市、帯広市、音更町、士幌町

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）

24,708

鹿部町、乙部町、稚内市、斜里町、訓子府町、置戸町、遠軽町、
室蘭市、苫小牧市、帯広市、音更町、鹿追町、清水町、芽室町

26,769

8,046

1,791

常勤職員に係る時間外手当、非常勤職員報酬、社会保険料　

1,791江別市、士別市、紋別市、苫小牧市 地域見守り員との連携会議の開催、地域ネットワークの創設　等

8,046 講師の地域派遣、弁護士や建築士による相談会の開催　等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

札幌市、北見市、苫小牧市、帯広市 10,569

出前講座の開催、消費者教育強化、講習会の開催　等

商品テスト員研修支援、商品テスト専門家の配置　等10,569

札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、函館市、
北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万
部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、小樽市、島
牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、留寿都町、喜茂別町、京極町、倶知安
町、共和町、岩内町、仁木町、余市町、赤井川村、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、
砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形
町、浦臼町、秩父別町、北竜町、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神
楽町、当麻町、東川町、剣淵町、下川町、美深町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、
初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸
町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北見市、網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里
町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、雄
武町、大空町、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平
町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、様似町、えりも町、新ひだか町、帯広市、音
更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、中札内村、更別村、広尾町、幕
別町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、
標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

121,989 121,277

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業



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 千円

年間実地研修受入総日数 人日

実地研修受入人数 人

自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態

18 17,836 24,708

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用



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

千円

千円

千円

1,379              

1,388               

414,466           

千円 93,629            

千円 千円

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

-

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 9                    

千円

千円 1,388              

千円千円 388,758           

67,407             

1,379               

千円

647,797           千円

241,839           

405,958           

-                     

前年度差

千円千円

633,363           

716,668           千円

千円

935,565           -11,591           

チェック項目

-

14%

-

-

105,220           千円

-17,200           

-

千円

-

31%

-

千円

千円 -

千円

86,071            

9                    

46%

千円68,871             

5,609              千円

-

平成22年度

千円 546,807           

千円 千円

19,149            

24,758             

-                    千円

千円千円 86,556             千円

千円-                     

千円 千円

千円327,910           

千円

1,256,402        1,350,031        

309,246           

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 947,156           千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

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 414,466          

千円

86,556            

327,910          

積増し相当分

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

平成21年度

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 608,605           

うち基金（交付金相当分）対象外経費 541,198           



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

14       平成22年度末予定

平成22年度末予定

14       

相談員数

人

人

相談員数

相談員数

人

14       

①報酬の向上

千円

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分）

相談員総数

設置当初の基金残高（積増し相当分）

千円

千円

○

○

○

平成21年度末うち委託等の相談員

②研修参加支援 研修参加旅費等を支援

事務用機器の導入等による執務環境の改善

千円

千円

処遇改善の取組

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 978,860                            

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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

-                                     

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

414,466                            

1,298,600                         

5,000                               

相談員数

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成21年度末消費生活相談員の配置

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

平成22年度末予定 14       相談員総数

569,394                            千円

千円

千円

-                                     

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

具体的内容

報酬額の増額（月額160,080円→165,000円）

相談員数

④その他

③就労環境の向上

相談員数 人

平成22年度末予定

３．基金の管理
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