
都道府県コード 030007

平成 年度25

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

↑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

50                       

140,382                                                          

42                       

基金取崩し額

42%

54,860                        

-                                

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

25,660                        69,785                        

191,328                                                          

４.消費生活相談体制整備事業

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

50%

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

都道府県予算

消費者行政予算総額

142,876                                                          

-                                

合計

①参加者総数

取崩し割合

166,844                                                          

10,262                 4,246                          

166,844                78,320                        

334,204                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

88,524                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業 6,016                          

1,988                          4,232                   

95,445                 

-                                

2,045                          

-                         

2,244                          

-                         

56,905                 

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 岩手県事業計画



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）

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

①県産農林水産物の放射性物質に対する消費者の不安を払拭し、
販路の回復・拡大を図ろうとするもの。
②適格消費者団体の設立促進に向けた機運醸成を図るため、シン
ポジウムを開催しようとするもの。

21,942        21,942         
①市町村・生産者等が主催するイベント経費に対する補助金
②講師等謝金、旅費、会場使用料、チラシ印刷費

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）

①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。
②県内市町村及び食育関係団体等と連携し、食育活動事例集を作
成しようとするもの。
③スマートフォンやタブレットを使用した情報モラルに関する出前講
座を行おうとするもの。

10,912        10,912         

旅費、研修負担金

①委託料
②印刷経費
③スマートフォン等機材購入費、旅費

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）

①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。
②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）、出前講座の開催及び新聞広告を活用した情報提供
を行おうとするもの。
③被災者からの相談に対応するため、各地区相談支援センター等
へ専門家を派遣しようとするもの。
④被災地の消費者被害防止のため、出前講座を開催しようとするも
の。

相談員報酬、共済費

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

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）

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

　県内に流通する食品の放射性物質汚染に対する県民の不安を解
消するため、放射性物質検査を実施しようとするもの。

2,244          2,244           

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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
※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）

　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。

36,937        36,931         

①委託料、旅費
②講師等謝金、旅費、テープ反訳料、通信費、会場使用料、新聞広
告掲載料
③委託料
④啓発物品購入費、臨時職員賃金・共済費、旅費、通信費

78,335       

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

2,276          

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）
　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。

事業名

　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。

1,970          

基金（交付金
相当分）
対象経費

2,045           

事業経費

2,276           

1,970           

合計

2,054          

78,320        

対象経費

委託料

事業の概要

検査機器・消耗品等の購入、検体輸送費



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（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）

（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）

（既存）

（既存）

（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

（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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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）

（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

（既存）

（既存）

なし

県内に流通する食品の放射性物質検査の実施

なし

なし

レベルアップ講座　年間12回

年18人回

年40人回

生活相談員７人

生活相談員８人

なし

①弁護士相談24回、市町村等弁護士あっせん
②リスクコミュニケーションの開催（4回）、食の安全安心出前講座の開催、新聞広告を活用した情報提供
③被災地の各地区相談支援センター等への専門家派遣
④被災地における出前講座の開催
（⑤情報提供機材を使用した出前講座の実施等）※臨時交付金へ

①メディアを利用した普及啓発
②食育活動事例集の作成
③情報モラルに関する出前講座の実施

なし

①風評被害防止のイベント開催に対する補助
②シンポジウムの開催



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

人 人

人 千円 人 千円

1       

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       2,045             

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

1,508             

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）

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）

盛岡市 150             

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）

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、陸前高田市、釜石市、二
戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、紫波
町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、住田町、山田
町、岩泉町、田野畑村、普代村、洋野町

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）

741             

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） 盛岡市、一関市、奥州市

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

消費生活センターに関する住民への利用案内の実施、
執務執行参考資料購入

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 宮古市、二戸市、金ケ崎町、山田町 797             

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

150             相談員研修会の開催

1,247          1,247          食品に含まれる放射性物質の検査

6,002          

広域市町村での相談業務等の共同実施に伴う相談員の
増員、ＰＩＯ‐ＮＥＴの入力、相談窓口強化のための相談員
の新規配置

相談実務に必要な知識を習得するための研修参加支援5,866          

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、雫石町、金ケ崎町

56,424         

弁護士法律相談の実施、教育啓発資料の作成、出前講
座への派遣及び広域市町村の消費生活相談会への派
遣、消費者被害の未然防止のための啓発・注意喚起の
実施、被災者の今後の住まいに係る情報提供及び専門
家相談会の開催、消費生活パネルの作成、消費者被害
防止のための講習会の開催、放射性物質の検査

54,860         

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、金ケ崎町、平泉町、洋野町

悪質事業者による高齢者に対する消費者被害の防止の
ため、電話による見守り等を行う。

23,105         

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

22,660         

3,000          3,016          

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

遠野市

88,524        合計 90,741        



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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

28      56,593            

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

人日

36,801            

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

28      

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



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）

23,462 千円 -

23,462 千円 38%

-

0 千円 -

3,000 千円 -

3,000 千円 45%

-

0 千円 -

26,462 千円 -

26,462 千円 42%

-

0 千円 -

166,844          

千円

78,320            

88,524            

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

32,118            

交付金相当分

88,524            

334,204          

前年度差

58,620            

平成24年度 平成25年度

-                    千円 -                    

千円

58,411            千円 78,320            千円

257,643          

76,472            

64,556            64,347            千円

102,804           96,915            

千円

千円

19,909            

-                    

千円

173,387           

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

積増し相当分

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

209                千円

千円

46%

70,463            

千円

-                   千円

-千円

12,052            

17,941            

千円

-

5,889             

千円

84,256            千円 142,876           

千円 191,328           

50%

千円

-

千円 -

千円

-                   

-

チェック項目

-

55%

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 6,098             

76,561            

-                   

161,262          千円 167,360          

-                    

96,381            

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

166,844          

-

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 -                   千円

-

-

-

うち先駆的事業対象

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



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

42                  ％

38                  ％

45                  ％

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

％

％46                  

55                  

-                    

167,360           

64,556            

102,804           

-                    

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

50                  

千円

千円

％

-                    

-                    

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

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

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

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

20,595            

90,571            

2,047              千円

千円

千円

千円

千円

22,642            

102,804           うち基金（交付金相当分）対象外経費 100,757           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 2,054              千円

千円

千円

142,876           

78,320            

98,915            

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

191,328           

88,524            

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 56,737            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 144,718           千円 千円167,360           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 54,683            

千円

千円

334,204           

166,844           

189,486           

千円

千円

144,718           千円

千円

千円

千円

100,757           千円

64,556            うち基金（交付金相当分）対象外経費 43,961            千円

①都道府県の消費者行政予算 43,961            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

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

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

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

166,844                           千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25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24年度末の基金残高（交付金相当分） 147,026                           

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

8        相談員総数

相談員数

相談員数

8        

平成25年度末予定

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）

8        

8        

設置当初の基金残高（積増し相当分） 190,256                           

32,094                             

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）

113                                 千円

千円

362,700                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

24                                   

32,118                             千円

人

60,044                             千円

千円

人

平成25年度地方行政活性化交付金（上積み）額 79,749                             千円



【事業計画】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 36,850

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 5,360

　②東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 28,800

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 2,690

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 28,800

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 0

　⑤東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 28,800

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 8,050

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 5,360

　⑧東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 2,690

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②

（メニュー注2）
事業概要

交付金対象
経費（千円）

備考

総合的被災者相談支援
事業 2 6

各地区被災者相談支援センター、出張相談会等へ専
門家（司法書士、建築士、ファイナンシャル・プランナー
等）を派遣し、被災者の相談支援を行おうとするもの

28,800

計 28,800

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②

（メニュー注2）
事業概要

交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

消費者行政活性化事業 1 1 食品に含まれる放射性物質の検査 648 盛岡市

学校給食運営事業 1 6 食品に含まれる放射性物質の検査 4,089 盛岡市

消費者保護事業 1 1 放射性物質検査機器貸与に伴う維持管理費 341 一関市

食の安心・安全確保事業 1 1 食品の放射性物質測定 258 奥州市

放射性物質測定事業 1 6 放射性物質検査 24 西和賀町

被災者相談会開催事業 3 6
被災者の今後の住まいに係る情報提供と専門家相談
会の開催等

1,940 宮古市

消費者行政事務費 3 6 仮設住宅における無料弁護士法律相談の開催 750 陸前高田市

計 8,050

注2　地方消費者行政活性化基金管理運営要領別紙に掲げる事業メニューの番号（以下）を記載。

　　　　１　消費生活相談機能整備・強化事業

　　　　２　消費生活相談員養成事業

　　　　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

　　　　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

　　　　７　消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

平成25年度　地方消費者行政活性化交付金（特別会計）による事業（都道府県及び市区町村）

注1　食品等の放射性物質検査等に係る事業は「１」、東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業は「２」、その他の東日本大震災に伴う緊急対応に
     係る事業は「３」を記載。


	1①【岩手県】都道府県事業計画《第2回変更：最終版》
	2①【岩手県】都道府県事業計画《第2回変更：最終版》
	3①【岩手県】都道府県事業計画《第2回変更：最終版》
	4①【岩手県】都道府県事業計画《第2回変更：最終版》
	5①【岩手県】都道府県事業計画《第2回変更：最終版》
	6②【岩手県】都道府県事業計画・別添（平成25年度特別会計分）《第2回変更：最終版》

