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岩手県 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

-                                

平成

19,311                        

77,711                                                            

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 33,184                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

603                            

-                                

6,683                          

法人募集型

自治体参加型

10,096                        

都道府県予算

2,004                          

③実地研修受入自治体

23 年度 岩手県

12,875                        

事業計画【総括表】

合計市町村

12,654                        

事業名 都道府県

- 3,859                          

（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

221                            

3,859                          

10,536                        

②年間研修総日数

③参加自治体

720                            

603                            

89,326                        

-

管内全体の研修参加

②年間研修総日数

①参加者総数

4,202                          

55                              

278,249                                                          

3,981                          

（９）商品テスト強化事業

実施形態

（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

55                              （７）食品表示・安全機能強化事業

720                            

-                                

4,202                          

-                                

-                                

3,853                          

（３）消費生活相談員養成事業

①参加者総数

32                              

9,215                          

89,326                                                            

200,538                                                          

19,409                        

基金取崩し額

管内市町村予算総額

1,977                          

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

29,068                        

取崩し割合

-                                

69,917                        

32%

4,116                          

-                                

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）

19,409              

4,116

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）

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 4,116

19,409        

　消費生活相談解決力向上のため、弁護士から常時助
言を受けるための法的疑義サポートシステムを構築する
とともに、市町村でのあっせん実現に向け弁護士派遣等
を行おうとするもの。

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

　相談員の増員により、消費者庁創設に伴い増大する
業務に対応しようとするもの。

　消費生活サポーターの設置や、消費生活セミナーの
開催、暮らしのセーフティーネットキャンペーン等により、
消費者教育の強化を図ろうとするもの。

　県の消費生活相談員を他機関の研修に派遣すること
により、相談能力等のより一層の向上を目指そうとするも
の。

　県及び市町村の消費生活相談員等を対象に、無資格
者の資格取得を目標とした初級クラス及び専門分野の
実務能力向上を目標とした中上級クラスの講座を開催し
ようとするもの。

事業の概要

　県民生活センターにおける生活相談員等の執務環境
を改善することにより、相談体制の強化を図ろうとするも
の。

1,746          

221                   

委託料、連絡旅費2,004                 

事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

講師謝金・旅費、委託料9,215

対象経費

旅費、研修負担金

相談員報酬、共済費

2,107                 

委託料、連絡経費、資料印刷経費

コードレスヘッドセット導入

1,746                 

2,107          

221             

9,215

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）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

事業中止

2,004          

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



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（既存） 生活相談員７人

生活相談員９人（増員２人）
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）

事業中止

コードレスヘッドセット７台導入（H23）/録音機能付多機能電話機導入（H22）／PC10台、出前講座等用プロジェクター等配備（H21）

なし

有線ヘッドセット/相談員電話機録音機能なし／相談員用PCなし、視聴覚機材なし

事業名

なし

（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）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

年18人回

弁護士相談24回、随時弁護士疑義照会、市町村等弁護士あっせん（市町村消費生活相談員ハンドブックの作成H22）

（強化）

（強化）

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

消費生活セミナー６回、リーダー養成講座前期・後期

（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

（既存）

消費生活セミナー２回（県内市町村会場）（H23）／消費生活セミナー９回、消費生活サポーター設置、消費者月間イベント（消費生活
展１回 H22）

年40人回

（強化）

レベルアップ講座　年間20回（H23）／初級コース（20人）、中上級コース（15人）（H22）／新任者研修１回、現任者研修１回（H21）

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）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

なし

（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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

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

人日

人

自治体参加型

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

2       4,116             



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）

69,917        合計 71,552        

出張相談会・弁護士相談会・法律相談会の開催、地域リー
ダーによる啓発事業、放射性物質検査機器貸与に伴う研修
参加（消費生活担当部局以外）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 盛岡市、花巻市、久慈市、一関市 3,092          1,977          

604             

-                

-                

事業拡大に伴う相談員の増員、新規配置、PIO-NETの入力
及び消費者ホットラインの対応

29,068        29,068        

-                

盛岡市、久慈市、遠野市、一関市、釜石市、奥州
市、金ケ崎町

放射性物質検査機器貸与に伴う消耗品及び備品等購入、
放射性物質検査機器の整備

-                

「食品と放射能」に関する講演会

-                

603             

55              

10,096        

啓発資料の作成・配布、啓発機会の新規拡大、消費生活関
連のパンフレットの作成、消費問題リーダーの要請講座の開
催、悪質商法に関する出前講座の実施、チラシ・パンフレッ
トの作成

720             法律相談会の増加、行政型ADRの新規実施

9                

6,674          

多重債務者支援のための職員向け研修会

新規採用相談員の資格取得の促進、県内外研修会、職員
のレベルアップのための研修、国セン・県セン主催研修会、
消費生活相談員等養成講座、消費者セミナー等への参加

4,142          

61              

機材・事務用機器の設置、住民への周知経費、執務参考図
書の購入

執務参考図書の購入60              

4,142          

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

奥州市 5                5                法令解説書籍の購入

-                

機能回復（事務室等整備、参考資料購入）、事務用機器の
設置、参考図書の購入

2,294          

-                

1,565          
相談窓口整備、機材・事務用機器の設置、相談窓口に関す
る住民周知、執務参考資料購入

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事務所の改修、機材・事務機器用品の設置、住民への周知
経費

-                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） 大船渡市 12,800        12,649        

9                

盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久
慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二
戸市、八幡平市、奥州市、滝沢村、西和賀町、金
ケ崎町、平泉町、山田町、岩泉町、田野畑村、軽
米町、野田村、洋野町

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） 遠野市、雫石町、金ケ崎町

一関市 55              

6,834          

二戸市

盛岡市、久慈市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

盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、久慈市、陸前
高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫
石町、葛巻町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住
田町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米
町、野田村、九戸村

-                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

一関市、奥州市、山田町⑭商品テスト強化事業

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）

10,294        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

1,573          

-                

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 宮古市、花巻市、矢巾町、山田町 2,295          

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）

盛岡市 720             

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

久慈市



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

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

16      

対象人員数
（報酬引上げ）

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 人

人日

20,941            

法人募集型

対象人員数計 追加的総費用

16      29,068            

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

千円

58,302             

-                    

千円

千円

千円

161,299           千円

86,434             

37,065             

千円

千円

-21,745           

千円

6,387              

千円-                    

チェック項目

-

25%

-

-

5,863              千円

-

千円

-

千円 -

35%

千円

積増し相当分

-                    

-28,132           

32,852            

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

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円 130,621           

千円 188,923           

-                    

89,326            

千円

千円 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

124,234           

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度 平成23年度

千円111,087           千円 77,711             

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

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

61,718            

210,668           

千円

278,249           272,386           

前年度差

-33,376           千円

千円

千円

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

別表３ 基金の管理等

89,326            

千円

19,409            

69,917            

48,443            

-39,239             

69,917             

200,538           

千円千円19,409             

千円

千円

24,653             -5,244            千円

千円 千円

27,608            

-

32%

千円 --                    

千円



２－２．消費者行政予算について②

うち都道府県

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち管内市町村

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点） -                     

うち管内市町村

人

人

千円-                     

人

人

％

％

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県 -                     千円

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村 34.86               

24.98               

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 32.10              

人

千円

千円

％

130,621           

58,302             

千円

千円

-                     

188,923           

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



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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象外経費

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円188,923           

千円

千円

千円

千円

278,249           

89,326             

278,249           千円

千円

千円 29,068             

-                     千円

130,621           千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 33,184             

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 188,923           

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

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成20年度 平成23年度

千円77,711             

千円

千円

①都道府県の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円 130,621           

千円

千円

千円

200,538           

69,917             

77,711             

千円

58,302             

200,538           

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 4,116               千円

千円

19,409             

58,302             



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

千円

千円

74                                    千円

千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

9        相談員総数 人

相談員数

相談員数

9        

人

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）

国民生活センター等の研修参加費用を支援

事務用機器の整備

千円

206,403                            

うち委託等の相談員

消費生活相談員の配置

②研修参加支援

64,918                              平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

9        

平成23年度末予定

平成23年度末予定相談員総数

相談員数

平成22年度末の基金残高（交付金相当分）

①報酬の向上

平成22年度末

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 136                                  

9        相談員数

３．基金の管理

設置当初の基金残高（交付金相当分）

④その他

処遇改善の取組

117,213                            

89,326                              千円

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数

○

人

○

平成23年度末予定

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

48,443                              

113,287                            

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

190,256                            

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

相談員数

千円

人

千円

362,700                            

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

千円


