
都道府県コード 050008

平成 年度23

秋田県 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

54,343                                                            

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 19,309                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                

1,068                          

法人募集型

自治体参加型

6,735                          

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成

7,478                          

23 年度 秋田県

248                            

-                                

-                                

1,206                          

444                            

-                                

2,715                          3,921                          

- 3,791                          

（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

139                            

事業名 都道府県

84                              

109                            

3,791                          

（３）消費生活相談員養成事業

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

①参加者総数

②年間研修総日数

③参加自治体

-                                

（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

-                                

360                            

-                                -

実施形態

基金取崩し額

-                                

50                              

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

32%

15,045                        

（７）食品表示・安全機能強化事業

4,264                          

-                                

①参加者総数

15                              

743                            

36,309                                                            

57,772                                                            

7,750                          

112,115                                                          

1,118                          

-                                

36,309                        

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

28,559                        

-                                

消費者行政予算総額



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）

7,750                合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 4,264                 

8,389         

食品の放射性物質検査体制の整備

消費生活相談員の増員、報酬引上げ 4,264          

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）

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

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

743             

360             

消費者向け啓発講座等の開催

事業の概要

相談対応強化のための機器・法令集等の整備、窓口周知の強化

219             

360                   

109                   

検査付属品・備品の購入費、検査室改修費、研修参加
旅費

1,068                 

対象経費

旅費、研修参加負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

987                   

講師謝金・旅費、教材作成費219                   

非常勤職員報酬、社会保険料

講師謝金、講師旅費、会場借料、教材作成費、広報資
料作成費

743                   

機材・事務用機器の設置、執務参考資料購入、窓口周知経費

専門家との合同相談実施による専門的ノウハウの習得

消費者行政担当者のレベルアップのための研修参加支
援

消費者行政担当者のレベルアップのための研修開催

専門家謝金

987             

109             

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他） 1,707          

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）

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）

事業名

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）生活センターに５名、地域振興局に計７名の消費生活相談員を配置している。
消費者庁創設に伴い増大する業務を処理するため平成２１年度に増員した生活センターの相談員２名を引き続き雇用する。また、サブセンター開設など生活センターの機能強化に伴い市町村
相談担当者への助言等を行うため、一部既存相談員の報酬引上げを行う。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

相談対応の強化を図るために必要な機器、法令集等を購入。相談窓口の周知を図るため案内看板を設置。

近年増加する多重債務相談への対応を中心に、県内３地区で研修会を開催。

平成２２年度において、相談窓口の周知を図るため周知用資料等の作成・配布を行い、窓口対応の強化を図るため法令集等を購入。

国民生活センターより検査機器の貸与を受け、生活センターにおいて消費サイドによる食品の放射性物質検査を実施する。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センター等が実施する県外での研修には、生活センター担当者（年１回程度）を除き、参加できない状況にある。

事業名

専門家と合同による多重債務相談を月１回から月２回に拡充する。

（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）

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）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者問題に関心のある消費者への通年の啓発講座を実施するとともに、住民の意識啓発を図るための地域フォーラムを開催する。

担当者が、県内・外の研修により積極的に参加できるよう、旅費等を支援する。

多重債務相談への対応力を強化するため、月１回、生活センターにおいて専門家と合同で相談に対応している。

（強化）

事例検討研修会や県センターにおけるＯＪＴ等、市町村職員を含めた消費者行政担当者の資質向上のための研修実施を充実させる。

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

食品の放射性物質検査は消費者行政として実施していない。

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（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

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）地域のグループ等を対象とした出前講座の実施や、新聞等を活用した注意喚起を実施。

（強化）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

４．一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
（報酬引上げ）

2       

年間実地研修受入総日数

3,016             

年間研修総日数 人日

2       

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）

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

人人

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

4       4,264             

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）

28,559        合計 28,738        

多重債務等無料相談会の開催⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 大仙市 50              

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
秋田市、横手市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、
北秋田市、八峰町

50              

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）

15,057        15,045        

消費者向け啓発講座の開催、啓発資料の作成・配布、啓発
キャンペーンの実施等

消費生活相談員等の配置

6,738          6,735          

2,715          
県及び国民生活センター等が実施する資質向上のための
研修への参加支援

84              専門家による法的支援事例検討

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

相談室の整備、業務に必要な参考図書・機器等の整備、窓
口周知のための広報

3,791          

秋田市 109             109             啓発・相談業務強化のための機器等の整備

執務参考図書等購入

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） 横手市、湯沢市 30              30              

秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘
市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、三種町、八
峰町、五城目町、八郎潟町、大潟村、羽後町

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）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

湯沢市⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

84              

2,854          

3,816          

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
秋田市、大館市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋
田市、にかほ市、小坂町、藤里町、八峰町、井川町、大潟村、美郷町、羽
後町、東成瀬村

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）
能代市、大館市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北
市、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、井川町、羽後町



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
（報酬引上げ）

-       

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人

10      

人

人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

15,332            

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）

法人募集型

対象人員数計 追加的総費用

10      15,045            



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

56,769             

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 -                    

-11,983           

-                    

-                     

48,292            

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

千円

千円-                     

千円

千円

千円

59,171            千円 75,806            

千円

16,635            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

-3,511            

1,003               

4,652              千円

チェック項目

-

14%

-

-

4,514              

前年度差

3,649               千円

12,121            

千円

-

千円

-

千円 -

-

32%

49%

千円

積増し相当分

-                    

千円 29,213             

36,309            

千円

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

32,070             

24,699             

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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

平成22年度 平成23年度

千円50,694             千円 54,343             

7,750               千円

112,115           107,463           

28,559            

千円

千円

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

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

36,309            

千円

7,750              

-

7,984              

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

28,559             

46,593             千円34,472             

57,772             

千円

-                     -                     

16,222             -8,472            



２－２．消費者行政予算について②

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

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

18                   

13

5

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

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 125,100           

90,350             

30.86725319

5.356167886

15.30636764

千円

千円

％

63,963             

千円

千円

％

％

136,943           

うち管内市町村 3 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

34,750             

200,906           

人

人

人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 13                   人

うち都道府県 10 人



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 38,177             千円

①都道府県の消費者行政予算 38,177             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円17,175             

千円

千円

千円

112,115           

36,309             

53,484             千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 -                     

58,631             千円

29,213             うち基金（交付金相当分）対象外経費 20,454             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58,631             千円 千円75,806             

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

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

20,454             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

57,772             

28,559             

平成20年度 平成23年度

千円54,343             

7,750               

16,166             

千円

千円

千円

46,593             

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 千円 -                     千円

千円

千円

千円

千円

8,416               

37,318             

8,759               



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

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

14       人

10,189                              

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

7                                     千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

14       相談員総数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

県及び国民生活センター等が実施する研修会参加のための旅費等を支援する。

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 55,066                              

①報酬の向上

平成23年度末予定

4                                     千円

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

千円

千円

36,309                              千円

18,764                              

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

○

千円

146,742                            

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22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

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

14       

具体的内容

サブセンター開設など生活センターの体制強化に伴い、一部相談員の報酬を引上げ。

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     

人

人平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

14       

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

7,984                               

18,169                              


