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都道府県コード 020001



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）

基金取崩し額

7,759                          

2,810                          

管内市町村予算総額

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

23,194                        68,268                        

66,937                                                            

４.消費生活相談体制整備事業

都道府県予算

消費者行政予算総額

149,617                                                          

-                                

合計

110,190                                                         

3,537                   1,296                          

110,190                72,374                        

216,554                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

37,816                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業 2,241                          

4,622                          4,622                   

91,462                 

-                                

-                                

2,810                   

-                                

-                         

7,759                   

事業名

-                                

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

-                                -                         

事業計画【総括表】平成 25 年度 青森県

↑常勤化、定員増反映後

↑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

51                       

19,719                                                            

42                       

基金取崩 額

42%

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

51%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

③参加自治体

①参加者総数

取崩し割合

,



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

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業 相談員 消費者行政担当職員の国民生活センター主

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

49              

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）
市町村の消費者行政担当者を対象とした相談対応レベ
ルアップ研修会の開催

事業名
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費

49               

対象経費

講師謝金、講師旅費、教材費、会議費、使用料

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）
※先駆的事業は当該欄に記載

生ごみ減量を考えるシンポジウム及び出前講座の開
催、県内主要自治体生ごみ組成調査の実施、特定非
営利活動法人青森県消費者協会が実施する消費者団
体等活性化事業に対する補助

11,885        11,885         委託費、旅費、燃料費、消費者団体への補助

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）

消費者団体等との協働による啓発活動及び消費者団
体リーダー育成研修

1,088         1,088           

旅費、研修負担金

講師謝金、旅費、会議費、運搬費

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）

寸劇による消費者教育、テレビ・ラジオ・新聞・交通広告
等を活用した重点広報、啓発員等の配置による啓発活
動強化、高齢者の消費者被害防止のための重点啓発
活動の実施

講師謝金、旅費、会議費、委託料、使用料

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

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。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑧消費生活相談員等レ ルアップ事業
（研修参加支援）

相談員、消費者行政担当職員の国民生活センタ 主
催研修等への参加支援

55,295        55,295         
人件費（報酬、社会保険料等）、旅費、啓発チラシ作成費、寸
劇スタッフ謝金、テレビ広報等委託料

2,810         

72,374       

県消費生活センターの相談員による市町村相談窓口巡
回訪問、市町村相談体制強化ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開
催、市町村訪問による取組促進、人材バンク設置

1,247        

2,810           

1,247         

合計 72,374        



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）

（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）

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。

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2回開催。

3回分の研修旅費を予算措置。

（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）
※先駆的事業は当該欄に記載

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）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修参加支援）

（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

なし。

21回分（国民生活センター16回、仙台5回）の研修参加を支援。

なし。

県消費生活センター相談員による市町村相談窓口巡回訪問、市町村相談体制強化ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催、市町村訪問による取組促
進、人材バンク設置

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。

テレビ等を活用した大規模広報、啓発員を活用した草の根の啓発活動、消費生活啓発員による情報発信を実施し、消費者教育・啓発を強化。

消費者団体等との協働による啓発活動、消費者団体リーダー育成研修の実施。

なし。

・食品ロスの現状や先進地取組事例等を県民に周知するため、生ごみ減量を考えるシンポジウムと出前講座を開催する。また、一般家
庭における食品ロスの実情を把握するため、可燃ごみにおける生ごみの割合と生ごみの組成について分析調査を実施する。
・特定非営利活動法人青森県消費者協会が行う適格消費者団体設立に関する調査研究事業を支援する。



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）

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）

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）

4,622          

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

消費生活センターの広域化及び相談窓口の強化に係る
経費

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
弘前市、八戸市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町（５
市町）

4,623          

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

2,252          消費者行政担当者等の研修参加をに係る経費2,241          

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、平内町、
外ヶ浜町、大鰐町、鶴田町、中泊町、七戸町、六
戸町 東北町 大間町 風間浦村 佐井村 五戸

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）

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、
十和田市、三沢市、つがる市、平川市、平内町、
外ヶ浜町、深浦町、大鰐町、田舎館村、鶴田町、
中泊町、野辺地町、七戸町、東北町、大間町、風
間浦村、佐井村、五戸町、南部町、階上町（25市
町村）

⑧消費生活相談体制整備事業

地域の消費者団体等との連携、活性化に係る経費

消費生活相談員配置に係る経費

3,314          八戸市、十和田市

青森市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ
市、大鰐町、七戸町（7市町）

12,968         

事業者向けの研修会開催に係る経費

消費者教育推進法の施行及び高齢者の消費者トラブル
増加等を踏まえ、消費者教育・啓発の取組強化に係る経
費

7,759          

八戸市

戸町、東北町、大間町、風間浦村、佐井村、五戸
町、南部町、階上町（23市町村）

「消費者教育の体系イメージマップ」に基づいた若者向け
カリキュラムの作成、アンケート調査等に係る経費及び家
庭生ごみの組成調査等に係る経費

11,473         11,447         

3,314          

7,834          

600             599             

7,875          

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）
※先駆的事業は当該欄に記載

青森市、鶴田町

37,816        合計 43,105        



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

11,325            

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

13      

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

13      12,968            

対象人員数
（報酬引上げ）

3       



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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

11,885 千円 -

11,885 千円 40%

110,190           

千円

72,374            

37,816            

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

前年度差

24,946             

平成24年度 平成25年度

千円

30,277            千円 72,374             千円

千円

42,097             

積増し相当分

124,671           千円 149,617           

千円

チェック項目

-

48%

うち先駆的事業対象

うち基金（交付金相当分）対象経費

-

0 千円 -

7,875 千円 -

7,834 千円 45%

-

41 千円 -

19,760 千円 -

19,719 千円 42%

-

41 千円 -

37,816             

216,554          

288                 千円

181,329          

22,697             

77,243             82,574             千円

29,121             33,961             

千円

千円

56,658             

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

千円

千円

千円

千円

-5,331            千円

千円

56%

45,396            

千円

-288               千円

-千円

15,119            

10,279             

千円

-

-4,840            

千円

千円 66,937             

51%

-

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 -10,171          

35,225            

288                

116,535          千円 106,364          

64,794            

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

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

110,190          

-

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 -288               

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



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

-                     

106,364           

77,243             

-                     

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

千円

-                     

-                     

うち都道府県

人

人

人

千円

千円

千円

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

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

42                  ％

40                   ％

45                   ％

％

％56                   

48                   

29,121             

51                  

千円

％

うち管内市町村

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

77,243             

66,937             

29,121             千円

千円

千円

千円

千円

29,121             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

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

149,617           

72,374             

149,617           

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

66,937             

37,816             

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 千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

216,554           

110,190           

216,554           

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

77,243             うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

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）対象経費 千円

106,364           

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円106,364           千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

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）

110,190                            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） 90,348                             

千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

-                                     

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）

123                                  千円

千円

393,358                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                     千円

-                                     千円

千円

平成25年度の基金積立額（交付金相当分） 19,719                             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

14      

平成24年度末

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年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター主催の研修等への参加支援

16      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      相談員総数

相談員数

相談員数

平成25年度末予定16      

人

人


