
平成 年度25

北海道 事業計画

都道府県コード 010006



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

69,890                        

11,012                        

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

87,209                        60,927                        

614,166                                                          

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

254,069                                                          

1,000                          

合計

257,469                                                         

23,185                 -                                

257,469                71,939                        

868,235                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

185,530                      

３.消費生活相談員等レベルアップ事業 23,185                        

4,246                          4,246                   

148,136                

-                                

-                                

11,012                 

-                                

1,000                   

69,890                 

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 北海道

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

30                       

10,000                                                            

29                       

基金取崩 額

29%

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

30%

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）

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

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
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費 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）
※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）

適格消費者団体に対する補助事業 2,000         2,000           補助金

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）

職域や年齢別のセミナー開催、食に関する普及啓発、
省エネ新エネに関する普及啓発等

委託料（講師謝金、旅費、会場使用料、教材費等）

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ベルアップ事業
（研修参加支援）

58,927        58,927         講師謝金、旅費、教材作成費、会場使用料、委託料等

11,012        

71,939       

経験年数別に市町村職員、相談員に対し研修を開催
相談体制が脆弱な市町村事案の現地処理支援

11,012         

合計 71,939        



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）

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）

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）

（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ﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（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）

（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

なし

経験年数毎の各種研修会の開催や、体制が脆弱な市町村での相談処理を支援し、市町村の消費生活相談体制の強化を図る。

北海道消費生活センターの場における各種啓発事業の実施

年齢毎の消費者被害や食の安全安心に係る不安に対応し、自立した消費者を育成するため、セミナーの開催や啓発資材を作成する。

消費者問題に取り組む民間団体の活性化を図るため、適格消費者団体が行う事業に対して補助をする。



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

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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）

2      2,960           

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）

2      4,594           

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）

小樽市、士別市、網走市、鹿追町、足寄町 345             

948             

講師謝金、講師旅費、委託料札幌市、千歳市、北広島市、旭川市、帯広市 2,748          3,252          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） 小樽市

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

消費生活センター等の拡充に必要な経費①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 芦別市、小樽市、士別市、名寄市 948             

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

345             講師謝金、講師旅費、会場借料、教材費等

550             550             放射能測定費保守管理費

美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川
市、深川市、上砂川町、栗山町、新十津川町、秩
父別町、札幌市、恵庭市、石狩市、当別町、小樽
市 セ 町 岩内町 仁木町 室蘭市 苫小牧

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談体制整備事業

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） 22,848         

報酬、賃金、費用弁償、社会保険料、委託料等

旅費、研修費、教材費、研修参加委託費等
22,840         

岩見沢市、赤平市、深川市、上砂川町、新十津
川町、札幌市、江別市、千歳市、当別町、小樽
市、ニセコ町、岩内町、室蘭市、伊達市、白老
町、安平町、函館市、長万部町、乙部町、旭川
市、名寄市、鷹栖町、美瑛町、留萌市、稚内市、
北見市、帯広市、音更町、芽室町、大樹町、池田
町、足寄町、陸別町、中標津町

78,237         69,890         

市、ニセコ町、岩内町、仁木町、室蘭市、苫小牧
市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、
むかわ町、日高町、平取町、浦河町、様似町、え
りも町、新ひだか町、函館市、松前町、福島町、
知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲
町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金
町、せたな町、旭川市、士別市、名寄市、富良野
市、鷹栖町、比布町、美瑛町、美深町、増毛町、
小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、天塩町、稚
内市、枝幸町、北見市、網走市、美幌町、清里
町、小清水町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別
町、興部町、帯広市、音更町、士幌町、新得町、
清水町、中札内村、大樹町、広尾町、幕別町、豊
頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、釧路
市、釧路町、厚岸町、標茶町、弟子屈町、白糠
町、根室市、中標津町、標津町、羅臼町



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）

岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、砂川市、深
川市、上砂川町、由仁町、栗山町、月形町、浦臼
町、新十津川町、札幌市、恵庭市、北広島市、当
別町、小樽市、黒松内町、ニセコ町、留寿都村、
京極町、倶知安町、共和町、岩内町、仁木町、室
蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、白老
町、むかわ町、日高町、平取町、様似町、えりも
町、新ひだか町、函館市、福島町、知内町、木古
内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、上ノ国
町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、士別
市、名寄市、富良野市、幌加内町、鷹栖町、東神
楽町、和寒町、剣淵町、留萌市、増毛町、小平
町、苫前町、初山別村、天塩町、豊富町、網走
市、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂
間町、遠軽町、湧別町、興部町、帯広市、士幌
町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内
村、広尾町、幕別町、豊頃町、本別町、足寄町、
浦幌町、釧路市、釧路町、厚岸町、弟子屈町、白
糠町 中標津町 標津町 羅臼町

補助金など地域社会における消費者問題解決力の強化
に関する事業に要する経費

9,227          

三笠市、札幌市、千歳市、苫小牧市、登別市、白
老町、浦河町、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽
町、東川町、美深町、天塩町、置戸町、音更町、
新得町、大樹町、幕別町、足寄町、陸別町、標茶
町、白糠町

教材作成費、講師謝金、旅費等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に要する経費

55,228         55,144         

9,376          

1,000          事業実施に係る交通費、物品集取ための経費等

地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業に要する経費

札幌市、鹿部町、弟子屈町

啓発事業に係る委託料、先駆的事業(食品ロス)に係る経
費

16,150         

6,688          6,688          

16,150         

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）

1,000          ⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務 札幌市

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

札幌市

185,530      合計 194,622      



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

41,674            

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

60      

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

88      69,890            

対象人員数
（報酬引上げ）

37      



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）

千円 -

千円 28%

257,469          

千円

71,939            

185,530          

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

2,930              

平成24年度 平成25年度

千円

56,319            千円 71,939            千円

千円

15,620            

積増し相当分

251,139           千円 254,069           

千円

チェック項目

-

28%

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 -

10,000 千円 -

10,000 千円 29%

-

0 千円 -

10,000 千円 -

10,000 千円 29%

-

0 千円 -

185,530           

868,235          

-                    千円 -                    

803,762          

77,095            

182,130           235,519           千円

428,636           475,528           

千円45                  

千円

552,623           

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

-53,389          千円

千円

30%

164,754          

千円

-                   千円

-千円

108,435          

61,543            

千円

-

-46,892          

千円

千円 614,166           

30%

-

千円 -

千円

172                

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 -100,281        

64,473            

45                  

711,047          千円 610,766          

217                 

92,715            

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

257,469          

-

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 172                

千円

千円 217                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

-                    

610,766           

182,130           

-                    

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

29                  ％

28                  ％

29                  ％

％

％30                  

28                  

428,636           

30                  

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

-48,917           

210,512           

24,982            千円

千円

千円

千円

千円

428,636           うち基金（交付金相当分）対象外経費 403,654           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 4,594              千円

千円

千円

254,069           

71,939            

23,022            

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

614,166           

185,530           

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 69,980            

千円

千円

868,235           

257,469           

233,534           

千円

634,701           千円

千円

千円

千円

403,654           千円

182,130           うち基金（交付金相当分）対象外経費 231,047           千円

①都道府県の消費者行政予算 231,047           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

-23,935           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 74,574            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 634,701           千円 千円610,766           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）

257,469                           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） 265,777                           

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）

390                                 千円

千円

1,298,600                        設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                    千円

8,698                              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

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

13      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13      

人

人


