
都道府県コード 030000

平成 年度24

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

18,584                        

84,256                                                            

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 53,625                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

24 年度

法人募集型

自治体参加型

9,098                          

都道府県予算

1,074                          

1,420                          

管内全体の研修参加

1,074                          

③実地研修受入自治体

岩手県

-                                

232                            

事業計画【総括表】

合計

- 394                            

（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

-                                

事業名 都道府県

-                                

394                            

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

-                                

35%

51,552                        

4,475                          6,719                          

実施形態

基金取崩し額

-                                

7,220                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

取崩し割合

①参加者総数

（９）商品テスト強化事業

-                                

-                                

-                                

232                            -

540                            

2,455                          

-                                -                                （３）消費生活相談員養成事業

11,194                        

540                            

76,829                        

-                                

-                                

（７）食品表示・安全機能強化事業

2,073                          

2,455                          

35                              

9,486                          

96,738                                                            

191,167                                                          

19,909                        

管内市町村予算総額

消費者行政予算総額

96,738                        

275,423                                                          

8,640                          



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）

19,909合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 2,073

19,909

　消費生活相談解決力向上のため、弁護士に直接相談
する機会を設けるとともに、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。

　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。

2,073

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）

9,486
　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。

　食の安全安心を確保するため、リスクコミュニケーショ
ン（放射能対策も含む）の開催、普及リーフレットの作成
等を行おうとするもの。

事業の概要

2,455

2,299

2,455

委託料、連絡旅費1,420

対象経費

旅費、研修負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

2,176

委託料2,299

相談員報酬、共済費

講師謝金・旅費、広報コンテンツ作成・購入費、会場
使用料、委託料

9,486

　県の消費生活相談員等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、専門的
知識及び実務能力の向上を図るために、体系的かつ集
中的な研修を開催しようとするもの。

2,176

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講師謝金・旅費、会場使用料、リーフレット印刷費

1,420

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）生活相談員７人

生活相談員８人（増員１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）

なし

弁護士相談24回、市町村等弁護士あっせん

（強化）

（既存）

（強化）

リスクコミュニケーションの開催（放射能対策も含む）（７回）、放射能汚染に関する研修会の開催（４回）、リスクコミュニケーター育成講
習会（１回）、普及リーフレットの作成配布

（強化）

年18人回

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）

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）

メディアを利用した普及啓発、消費生活セミナー２回（県内市町村会場）

年40人回

（強化）

レベルアップ講座　年間12回

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）

なし

（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）消費生活セミナー６回（県民生活センター会場）、リーダー養成講座前期・後期

（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）

年間実地研修受入総日数

1,508             

年間研修総日数 人日

1       

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

1       2,073             

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）

76,829        合計 78,876        

弁護士等専門家による相談会の開催、地域リーダーによる啓
発事業、放射性物質検査関係研修旅費

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
盛岡市、宮古市、花巻市、久慈市、一関市、陸前高
田市

8,358          

-                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
盛岡市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野
市、一関市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、
金ケ崎町

7,220          

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）

51,987         51,552         

久慈市、二戸市 233             

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

-                

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

9,407          

1,074          盛岡市、一関市、奥州市、西和賀町

9,098          

1,074          

-                

-

151             

6,568          

研修会開催費用

食品に含まれる放射性物質の検査

-                

-                

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

-                

232             

37               

執務参考図書購入、啓発用物品・パンフレット購入

540             法律相談会の増加、行政型ADRの新規実施

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

執務参考資料購入、消費生活相談に関わる住民周知の強
化

394             

-                

-                -                

-                

-                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） -                -                

-                

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、釜石市、二戸市、八幡平市、
奥州市、滝沢村、金ケ崎町、山田町、岩泉町、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）

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）

盛岡市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） 盛岡市

540             

-

6,690          

151             

399             

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、大船渡市、花巻市、北上市、久慈
市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、
葛巻町、矢巾町、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、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）

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） 遠野市、矢巾町、山田町



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

27      

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

31,465            

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

27      52,351            



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

210,533           

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 -                    

7,634              

-                    

89,104            

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

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

199,140           千円 178,685           

千円

-20,455           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

7,134              

-19,366           

-12,821           千円

チェック項目

-

24%

-

-

-26,500           

前年度差

6,545               千円

6,045              

千円

-

千円

-

千円 -

-

35%

40%

千円

積増し相当分

-                    

千円 114,338           

96,738            

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

69,695             

140,838           

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

平成23年度 平成24年度

千円77,711             千円 84,256             

19,909             千円

275,423           288,244           

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

96,738            

千円

19,909            

76,829            

-

51,880            

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

76,829             

64,347             千円58,302             

191,167           

千円19,409             500                



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

-                     

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） -                     

-                     

35.12342833

千円

千円

％

114,338           

64,347             

％

％40.18946785

23.62917774

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

178,685           

人

人

人

千円

千円

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．消費者行政予算について」において、 
基金の取崩し割合が50％を越え、決算に 
おいても50％を下回ることが見込まれない 
都道府県のみ記載 



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 42,407             千円

①都道府県の消費者行政予算 42,407             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

千円32,801             

千円

千円

千円

275,423           

96,738             

129,539           千円

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 51,552             

145,884           千円

114,338           うち基金（交付金相当分）対象外経費 103,477           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 145,884           千円 千円178,685           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 53,625             

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

103,477           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

191,167           

76,829             

平成20年度 平成23年度

千円84,256             

19,909             

41,849             

千円

千円

千円

64,347             

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 2,073               千円

千円

千円

千円

千円

21,940             

87,690             

10,861             

都道府県の消費者行政活性化計画の計画期間が平成23 年度までとなっている都道府県のみ記入。 
（活性化計画を24年度まで延長した（予定を含む）都道府県は記載の必要はなし。 



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

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 129,427                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

9        人

25,512                              

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

99                                    千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

8        相談員総数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成24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（平成21年度から継続）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 111,712                            

①報酬の向上

平成24年度末予定

29                                    千円

平成24年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

千円

千円

96,738                              千円

144,500                            

３．基金の管理

④その他

処遇改善の取組

○

千円

362,700                            

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23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24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成23年度末

具体的内容

平成23年度末 平成24年度末予定 相談員数相談員数

190,256                            

人

人平成24年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

8        9        

相談員総数

相談員数

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

51,880                              

77,363                              

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）
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