
都道府県コード 60003

平成 年度23

山形県 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

（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

消費者行政予算総額

142,166                                                          

合計

266,534                                                          

33,721                        

-                                

8,458                          

①参加者総数

41                              

-                                

109,047                                                          

124,368                                                          

20,139                        

-                                

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

自治体参加型

都道府県予算

実施形態

基金取崩し額

269                            

2,207                          

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

41%

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

（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

-                                

780                            

-                                -

（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

②年間研修総日数

③参加自治体

109,047                      

-                                

2,755                          

249                            

41,001                        

3,826                          

269                            

28,597                        

（７）食品表示・安全機能強化事業

4,996                          

事業名 都道府県

1,975                          

-                                

3,265                          

-                                

（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

法人募集型

4,075                          

- 3,265                          

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

68,046                        

-                                

31,514                        

平成 23 年度 山形県 事業計画【総括表】

合計

-                                

31,369                        31,369                        

市町村

4,996                          

-                                -                                



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）

－

国民生活センター等主催研修への参加支援

－

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

31,514        

－

弁護士等を活用した相談対応力の強化

249                   

対象経費

旅費

謝金、旅費

基金（交付金相当
分）対象経費

委託料、旅費、会場使用料、書籍購入費31,514               

780                   

報酬・賃金、社会保険料（雇用主負担分）、時間外勤務
手当

事業の概要

－

－

事業経費

③消費生活相談員養成事業（研修開催） －

－

780             

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 －

249             

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

－

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）

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）

－

8,458                 

41,984        

消費生活相談員養成講座の開催、消費生活相談員巡
回訪問事業及び消費生活草の根コーディネーター事業

消費生活相談員等の配置 9,441          

41,001              



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）

－

（既存）

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

（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）

（強化）

（強化）

－

（既存）

（強化）

（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）

－

⑧食品表示・安全機能強化事業

（強化）

－（既存）

－

－

－

弁護士等を活用した、高度に専門的な消費生活相談への対応力の強化（１地域）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）
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）

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）

事業名

弁護士等を活用した、高度に専門的な消費生活相談への対応力の強化（４地域）

－

（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）
－

（強化）

－

－

－

－

－

（強化）

－

（既存）

（強化）

消費生活相談員養成講座の開催、県相談員による市町村等巡回訪問事業の実施及び消費生活草の根コーディネーター事業の実施

－

－

－

－

（既存）

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（既存）消費生活相談員数８人

消費生活相談員数１１人・啓発担当職員１人
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

－

－
⑩商品テスト強化事業



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

10      8,458             

人

研修参加・受入要望

人日

自治体参加型

参加者数 実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

6,139             

年間研修総日数 人日

10      

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）

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）

寒河江市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、
河北町、西川町、朝日町、大石田町、金山町、最
上町、舟形町、大蔵村、戸沢村、高畠町、川西町、
小国町、白鷹町、三川町、庄内町、遊佐町

3,298          

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

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河
江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、
尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝
日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形
町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、
川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内
町、遊佐町

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）

1,975          

酒田市 269             

3,829          

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河
江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、
尾花沢市、山辺町、中山町、西川町、金山町、小
国町、白鷹町、三川町、庄内町

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）

米沢市、鶴岡市、酒田市、長井市⑨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（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

4,997          4,996          
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、上山
市、長井市、天童市、東根市

備品、参考図書等整備

備品、参考図書等整備3,265          

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

旅費、受講料

1,975          弁護士謝金、費用弁償

3,826          

啓発資材作成費、旅費

31,369        

269             

啓発資材作成費、講演会講師謝金31,572        



⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 135             研修会関係経費、消費者団体会議補助白鷹町、遊佐町 135             

報酬、費用弁償、社会保険料⑯一元的相談窓口緊急整備事業
山形市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天
童市、東根市、尾花沢市、金山町

2,072          

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）

20,141        20,139        

弁護士謝金、消費者団体への啓発事業委託⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
長井市、東根市、南陽市、大蔵村、川西町、小国
町、庄内町

2,072          

68,046        合計 68,288        



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

16      20,139            

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

14,714            

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

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

16      



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

124,368           

千円

200                 36                   

17,546             23,455            千円

68,046             

101,165           

-

34,964            千円

別表３ 基金の管理等

109,047          

千円

41,001            

68,046            

758                

交付金相当分 千円

うち都道府県分

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

うち管内の市町村合計

千円

千円

積増し相当分

うち基金（交付金相当分）対象経費 41,001             千円

266,534           192,287           

平成22年度 平成23年度

千円83,747             千円 142,166           

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円55,951             

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

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 56,322             

109,047           

千円

164                

35,335            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 -

-

41%

55%

千円

千円

15,457            

15,828             

74,247            千円

371                

14                  

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

チェック項目

-

29%

-

-千円

前年度差

58,419             千円

千円

千円

962                 

70,135            

122,152           千円 157,487           

千円984                

千円

千円

千円948                 

千円

108,540           

52,589             

千円

66,201             

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 178                

千円

千円 1,162              

38,912            千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

40.91297921

千円

千円

％

うち管内市町村

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

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

157,487           

人

人

人

千円

千円

千円

千円

％

％54.71343111

28.84022903

56,322             

101,165           

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

-                     

-                     

-                     

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

うち都道府県

うち管内市町村

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



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

101,165           

124,368           

56,322             

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41,001             うち基金（交付金相当分）対象経費

142,166           

千円

千円

平成20年度 平成23年度

千円142,166           ①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

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）対象外経費 -                     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）対象の賃料、人件費等 千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

-                     

-                     千円

千円うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

千円

266,534           

109,047           

266,534           千円

千円

千円157,487           

千円

千円157,487           

千円

56,322             

千円

124,368           

68,046             

101,165           

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

11       

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）

758                                  

49,923                              

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

49,815                              設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

人

人平成23年度末予定

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 11       相談員総数

相談員数

相談員数

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

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

①報酬の向上

国民生活センター等主催研修の受講機会を拡充。

人

④その他

処遇改善の取組

○

千円

127,111                            

３．基金の管理

設置当初の基金残高（交付金相当分） 292,200                            

32                                    千円

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

相談員数

平成23年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分） 千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 236,052                            

11       

49,197                              

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末予定

千円

千円

千円

109,047                            千円

11       人

106                                  千円

千円


