
都道府県コード 050008

平成 年度25

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）

管内市町村予算総額

基金取崩し額

8,710                          13,902                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

3,624                          

21,550                        

5,919                          

5,500                   

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

55,879                                                           

55,629                                                            

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

1,876                          

55,879                 21,697                        

127,698                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

34,182                        

都道府県予算

消費者行政予算総額

72,069                                                            

-                                

合計

298                            298                      

22,612                 

-                                

-                                

5,919                   

-                                

-                         

21,550                 

事業計画【総括表】

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                         

平成 25 年度 秋田県

事業名

-                                

↑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

実施形態

基金取崩 額

①参加者総数

②年間研修総日数

23                       

③参加自治体

,

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

44%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数



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）

　旅費、研修参加負担金

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） -               -                

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

-               -                

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修開催支援）

県相談員、市町村支援員、行政担当職員の研修会参加

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

-               

-               -                

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）

事業名

-               

-               

1,876         

基金（交付金
相当分）
対象経費

-

事業経費

-                

-                

-                

1,876           

-

対象経費事業の概要

-               -                

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

-               -                

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

　民生・児童委員、社会福祉協議会等と連携し、高齢者
宅に世帯訪問の上、啓発を行うほか、消費者団体と連
携し、消費者トラブルの未然防止に関する街頭啓発を
実施

1,494         1,494           　啓発冊子作成費、啓発資材作成費、搬送料

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

　「消費者教育の推進に関する法律」を踏まえ、消費者
被害の未然防止のための各種啓発（消費者問題講演
会、食の安全・安心に関する講演会、食品表示制度学
習会、寸劇等を活用した出前講座等）、悪質商法等に
関する緊急的なラジオ広報、若者向け啓発資料の作
成、「都道府県消費者教育推進計画」の策定に必要な
基礎資料とするための「消費生活に関する県民意識調
査の実施、消費者教育に関する先進地視察、及び食品
中の放射性物質検査機器の保守点検の実施。

　非常勤職員報酬、共済費、講師謝金、講師旅費
　市町村支援員の雇用に係る経費（4,735千円）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

-               ⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

※被災４県は２５年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

-               -                

13,928        12,408         
　職員旅費、講師謝金、講師旅費、会場使用料、委託料、講
演会資料作成費、広告料、啓発資料作成費、搬送料

5,919         

23,217       

-                

　市町村支援を行う「市町村支援員」の雇用、県相談員
等による市町村巡回訪問、弁護士等による市町村相談
員等向け専門研修会

5,919           

              

合計

              

21,697        



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（強化）

（既存）

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）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（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・機能事業名

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

　国民生活センター等が県外で実施する研修には、生活センター担当者（年１回程度）を除き、参加していない。

消費者行政担当職員及び相談員が県内外の研修会に積極的に参加し 相談能力等のレベルアップが図ることができるよう旅費等等を支援

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

　民生・児童委員等と連携した取組は、なし。

消費者行政担当職員及び相談員が県内外の研修会に積極的に参加し、相談能力等のレ ルアップが図ることができるよう旅費等等を支援。

　「市町村支援」「市町村巡回訪問」「弁護士等による市町村相談員向け専門研修会」は、２５年度からの新たな取組。

　市町村支援を行う専任の職員（非常勤職員）４名を雇用するほか、県相談員及び市町村支援員による市町村巡回訪問の実施、弁護士
等による市町村相談員等向け専門研修会を開催し、市町村相談員等の資質向上を図る。

　地域のグループ等対象とした出前講座の実施、新聞等による注意喚起を実施。食品の放射性物質検査は実施していない。

　消費者被害の未然防止のための各種啓発（消費者問題講演会、食の安全・安心に関する講演会、食品表示制度学習会、寸劇等を活
用した出前講座等）、悪質商法等に関する緊急的なラジオ広報、若者向け啓発資料の作成、「都道府県消費者教育推進計画」の策定
に必要な基礎資料とするための「消費生活に関する県民意識調査の実施、消費者教育に関する先進地視察、及び食品中の放射性物
質検査機器の保守点検の実施。

　民生・児童委員、社会福祉協議会等と連携し、高齢者宅に世帯訪問による啓発を行うほか、消費者団体と連携し消費者トラブルの未
然防止に関する街頭啓発を実施。



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載。）

人 人時間／年 人 人時間／年-       

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

対象人員数

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数

参加者数

法人募集型

-    人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人 -      

自治体参加型

-    -      

-                  

年間研修総日数 人日 人日

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）

4      2,787           

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数
（報酬引上げ）

-       -                  4      4,735           

-      

対象人員数計 追加的総費用



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

-                

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

298             

-                -                ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

-                

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

執務参考図書、相談マニュアル、事務用備品等の整備①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 横手市、男鹿市、湯沢市、潟上市 298             

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

-                

-                

-                -                

-                

-                

3,636          
　消費生津相談員等の資質向上、レベルアップのため、
国民生活センター等が主催する研修会への参加を支援

3,624          

　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、八峰町、五城目町、
八郎潟町 羽後町

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

　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、上小阿仁
村、三種町、八峰町、八郎潟町、大潟村

⑧消費生活相談体制整備事業

　社会福祉協議会と連携し、高齢者世帯に配布する啓発
冊子の作成・配布するほか、高齢者の見守り活動を行う
方へ配付する教材を作成

-                

　専任の消費生活相談員を雇用・配置、勤務日数の拡大
による相談員報酬の引き上げ、啓発を行う消費生活推進
員を雇用・配置（相談員１４名、消費生活推進員１２名）

3,103          大館市

　秋田市、能代市、横手市、大館市、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、八峰町

21,575         

　消費者被害未然防止のため、啓発冊子、グッズを作成・
配布するほか、ラジオを利用した啓発ＣＭの実施、出前
講座等を開催

21,550         

八郎潟町、羽後町

5,708          5,607          

3,103          

-                

-                -                

-                

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

-                ⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

34,182        合計 34,320        



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．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

-      

対象人員数

人日

20,937            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

参加者数 -        人

26      

人

-      年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数 -        

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

26      21,575            

対象人員数
（報酬引上げ）

-       



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

55,879            

千円

21,697            

34,182            

①都道府県の消費者行政予算

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

-                    

交付金相当分

千円

5,182              千円 21,697             千円

前年度差

5,534               

平成24年度 平成25年度

千円

16,515             

積増し相当分

千円

66,535             千円 72,069             

千円

チェック項目

-

30%

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 -                    

34,182             20,918             

50,372             50,020             

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

127,698           115,034           

-                     

千円

48,499             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

352                千円

千円

千円

千円

-6,134            

-                  千円

-千円

13,264            

7,130               

-

千円 55,629             

44%

61%

18,446            

12,664            -

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 77,601            千円 71,819            -5,782            

27,581             

千円 -                     

37,433            

千円

千円

千円

千円千円 21,447             

-

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 -                    

55,879            

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

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

千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 3 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

41,700             

183,019           

119,872           

16                   

10

6

111,200           

69,500             

千円

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25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

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

63,147             

23.39031721

千円

％

％

％35.12005671

15.3260954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

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

12,195             

35,175             

993                 千円

千円

千円

千円

千円

21,447             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 4,735               千円

千円

千円

72,069             

21,697             

33,892             

平成20年度 平成25年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

55,629             

34,182             

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 21,550             

千円

千円

127,698           

55,879             

69,067             

千円

58,631             千円

千円

千円

千円

20,454             千円

50,372             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

13,188             

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 26,285             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58,631             千円 千円71,819             千円



３．基金の管理

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

-                                     

千円

55,879                              千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 359                                  千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 18,169                              

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 56,233                              

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

5                                     千円

千円

146,742                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

-                                     千円

-                                     

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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成24年度末

-        

うち委託等の相談員

平成24年度末

平成24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

④その他

処遇改善の取組

○

平成24年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター等が主催する研修会参加のための旅費等を支給

-        平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

14       

-        

13       相談員総数

相談員数

相談員数

13       

平成25年度末予定

人

14       人


