
都道府県コード 020001

平成 年度23

青森県 事業計画

（H24.1.19変更）



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

-                               

-                               

①参加者総数

②年間研修総日数

4             

200          

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

42                              

10,954                        

（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

9,016                         

2,060                         

-                               -

15,921                        

都道府県

2,152                         92                              

2,498                         

（３）消費生活相談員養成事業

916                            

1,938                         

4,649                         6,496                         

③参加自治体

450          

青森県

管内全体の研修参加

42%

③実地研修受入自治体

9             

-                               

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 87,168                                                           

78,120                                                           

10,755                        

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                               

-                               

-

②年間研修総日数

87,168                        35,453                        

207,038                                                         

（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

916                            

4,824                         7,322                         

-                               

-                               

1,847                         

平成 23 年度 青森県

事業名

事業計画【総括表】

合計

-                               

-                               

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

五所川原市、十和田市、七戸町

51,715                        

-                               -                               

-                               

4,111                         

28,541                        

都道府県予算

44,462                        

消費者行政予算総額

128,918                                                         

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 14,866                        

（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）

2,498          

謝金、費用弁償、委託管理費

1,457          

研修参加支援4,239                 

備品購入費、図書購入費2,498                 

4,777                 

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）

弁護士等の専門的知識を有する者の活用（週１回）

相談員、消費者行政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

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,457                 

講師謝金、講師旅費、教材費、通信費、使用料、委託管理費390                   

相談員（非常勤）への時間外勤務手当支給、業務委託
している県消費生活センターの職員全体の報酬月額引
上げ

4,111          人件費（報酬、時間外勤務手当、社会保険料等）

事業名 事業の概要

消費生活センターの事務用機器等の整備、執務参考図
書の購入

390             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 2,060                 

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）

4,239          

貸出・閲覧用の図書・ビデオ・ＤＶＤ購入費、啓発グッズ
作成費等、寸劇スタッフ謝金・旅費等、テレビ等広報委
託費

15,921               15,921        

4,777          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（９名）

2,060          

消費生活情報提供コーナーの備品整備、消費者団体と
の協働による啓発、寸劇による消費者教育、テレビ・ラジ
オ・交通広告等を活用した広報

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 4,111                 

35,453        35,453              



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）

相談員用の執務参考図書、備品等の整備を購入。

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）

市町村からの要望等を踏まえ、相談員を１３名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）

相談員用の執務参考図書、備品等の整備が必要。

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）テレビ等を活用した大規模広報、啓発グッズ作成等はなし。

（既存）

（強化）

（強化）

３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

消費者行政担当者等を対象とした事例検討会を月１回開催。

（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）

なし

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。

９倍となる延べ２７回分（国民生活センター２０回、仙台７回）の研修参加を支援。

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

弁護士等の専門家を週１回活用。

（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）

新たに相談員を担える者を県として９名養成。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

上記に加え、消費者行政担当者等を対象としたレベルアップのための研修を年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。委託先の県消費生活センター職員の報酬月額の見直しはなし。

消費者庁創設に伴い増加する業務に対応するため、相談員に時間外勤務手当を支給。
委託先の県消費生活センターの相談員を含む職員全体の報酬月額を引上げ。



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

22      4,111             

参加者数

人日

人人 9      

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）

22      

年間実地研修受入総日数 180   

704                

年間研修総日数 人日

18      

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 3,789          

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）
五所川原市、十和田市、平内町、今別町、外ヶ浜
町、藤崎町、鶴田町、野辺地町、七戸町、東北町、
六ヶ所村、三戸町、南部町、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 92              

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、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、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）

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、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、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、十和田市、七戸町

1,035          新設１か所

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） むつ市 1,035          

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 1,938          

拡充３か所3,789          

1,938          

拡充１４か所

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

92              １か所

916             

4,675          4,649          

917             

消費生活相談員等レベルアップのための研修参加支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８市町村）

４名分支援

消費者被害防止のための啓発等（３９市町村）28,567        

⑨消費生活相談窓口高度化事業

28,541        



⑭商品テスト強化事業

10,755        
消費生活相談員７名分の人件費、消費生活相談員３名の時
間外勤務及び報酬月額引上げ分の人件費

10,755        

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、十和田市、むつ
市、大鰐町、七戸町

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）

51,715        合計 51,768        



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

10      10,755            

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）

9,602             

法人募集型

人

人日年間研修総日数 200   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 4      人

10      



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

851                 千円 906                 

51,715             50,439             

93,465             83,783             

-                    

交付金相当分 87,168            

千円

35,453            

51,715            

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

207,038           195,321           

千円

-5,657            千円 35,453             千円

前年度差

4,025               

平成22年度 平成23年度

9,682              千円

千円

41,110             

-                     

千円

70,428             

積増し相当分

55                  千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円千円千円 26,405             -

千円

千円

6,416              

千円

-

124,893           千円 128,918           

千円 78,120             

42%

千円

66%

-4,381            千円

1,276              

7,692               

11,717            -

千円 -

千円

-                    

チェック項目

-

28%

-

-

16,098            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

103,772           千円 119,870           

千円851                

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

87,168            

千円

19,989             

千円 -                     

91,549            

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 55                  

千円

千円 906                



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

-                     

119,870           

93,465             

26,405             

-                     

-                     

-                     

42.10241598

千円

千円

％

％

％66.19943676

27.50042663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23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



２－３．消費者行政予算について③

19,216             

62,270             

10,555             千円

千円

千円

千円

千円

29,771             

26,405             うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,850             千円

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 7,999               千円

千円

千円

128,918           

35,453             

54,669             

平成20年度 平成23年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

78,120             

51,715             

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 17,038             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90,099             千円 千円119,870           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 9,039               

千円

千円

207,038           

87,168             

116,939           

千円

千円

90,099             千円

千円

千円

千円

15,850             千円

93,465             うち基金（交付金相当分）対象外経費 74,249             千円

①都道府県の消費者行政予算 74,249             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

87,168                              千円

３．基金の管理

具体的内容

報酬月額の引上げ

相談員総数

相談員数 人

人

16       

平成22年度末

うち委託等の相談員

千円

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

相談員数

相談員数

平成23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22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23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 45,993                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23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等への参加支援

相談員執務参考図書、備品の充実

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 132,749                            

16       平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

相談員数

16       相談員総数

相談員数

相談員数

平成23年度末予定

-                                     千円

-                                     

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）

412                                  千円

千円

人

16       人


