
都道府県コード 020001

平成 年度26

青森県 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

基金取崩し額

34%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業対象経費

①参加者総数

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

14,673                        

34                       

-                                                                   

34                       

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。）

取崩し割合

自治体参加型

管内全体の研修参加

34%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

消費者行政予算総額

99,374                                                            

-                                

合計

①参加者総数

法人募集型

58,000                                                            

3,354                   -                                

58,000                 25,009                        

171,629                                                          

25,009                        

11,934                 

3,354                          

都道府県

72,255                                                            

32,991                        

-                                -                         

-                                -                                -                         

-                         

3,030                          

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

-                                11,934                        

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

-                                

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

3,030                   

39,682                 

平成 26 年度 青森県



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）

⑮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）

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（先駆的事業）

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）

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

1,935         1,935           講師謝金、旅費、会議費、消費者団体への補助

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）

教員を対象としたセミナーの開催、中・高校生向け啓発
チラシの作成・配布、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、景品表示
調査員の配置による事業者等へのガイドラインの周知、
高齢者の消費者被害防止のための重点啓発活動の実
施

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

⑯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26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

23,074        23,074         
講師謝金、人件費（報酬、社会保険料等）、旅費、啓発チラシ等
作成費、寸劇スタッフ謝金、テレビ広報等委託料、教材費、会
議費、使用料、運搬費

25,009       

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）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

事業名
交付金相当分

対象経費
事業経費

合計 25,009        

対象経費事業の概要



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（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）

⑮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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

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）

（既存）

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26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）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

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）

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）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

⑯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）

（強化）

なし。

なし。

教員を対象としたセミナーの開催、テレビ等を活用した大規模広報、交通安全母の会等を活用した草の根の啓発活動、景品表示調査
員による事業者等へのガイドライン周知。

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、特定非営利活動法人青森県消費者協会が行う消費者
団体等が交流を図るためのフォーラム開催に対する補助。



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

６．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

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）

実地研修受入人数参加者数

対象人員数計 追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

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）

追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計



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）

32,991        

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、五所川原市、十和田
市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、田舎館
村、鶴田町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北
町、大間町、佐井村、五戸町、南部町、階上町
（20市町村）

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）

青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田
市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、田舎館
村、鶴田町、中泊町、七戸町、六戸町、東北町、
大間町、佐井村、五戸町、南部町、階上町（20市
町村）

青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田
市、三沢市、むつ市、七戸町（8市町）

⑥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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

八戸市 19               

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

八戸市、三沢市、むつ市、平内町、今別町、蓬田
村、外ヶ浜町、おいらせ町、大間町、東通村、風
間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部
町、階上町、新郷村（18市町村）

5,144          3,030          

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
交付金相当
分対象経費

計

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

19               

3,358          3,335          

20,144         11,934         

八戸市

10,276         10,260         

3,683          八戸市、十和田市、むつ市（3市）

146             

585             584             

156             

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）

3,683          

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（先駆的事業）

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）

合計 43,365        

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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（先進性・モデル性の高い事業）

鶴田町



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．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

人

16      

年間研修総日数

人

16      17,922            

対象人員数
（報酬引上げ）

7       

人日

16,405            

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）

参加者数

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

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型



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）

0 千円 -

0 千円 25%

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 46%

-

0 千円 -

0 千円 -

0 千円 34%

-

0 千円 -

58,000            

千円

25,009            

32,991            

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

32,991             

171,629          

前年度差

-50,243           

前年度 今年度

-                     千円 -                     

千円

-47,365          千円 25,009             千円

216,554          

37,816             

74,365             77,243             千円

39,264             29,121             

千円

千円

72,374             

-                     

千円

66,937             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち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

-2,878            千円

千円

46%

-52,190          

千円

-                    千円

-千円

-4,825            

5,318               

千円

-

10,143            

千円

149,617           千円 99,374             

千円 72,255             

34%

千円

-

千円 -

千円

-                    

-

チェック項目

-

25%

-

-

うち交付金相当分取崩し額を除いた経費 113,629          7,265              

58,000            

-44,925          

-                    

106,364          千円

110,190          

うち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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

うち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

-                     



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

34                  ％

25                   ％

46                   ％

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                   

25                   

-                     

113,629           

74,365             

39,264             

-                     

千円

②定数内の消費者行政担当者数（前年度末時点）

34                  

千円

千円

％

-                     

-                     

人

人

人

千円

千円

千円うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた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



２－３．消費者行政予算について③

74,365             

56,405             

23,414             千円

千円

千円

千円

千円

97,779             

39,264             うち交付金相当分対象外経費 15,850             千円

うち交付金相当分対象経費

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 -                     千円

千円

千円

99,374             

25,009             

99,374             

平成20年度 今年度

千円

千円

うち交付金相当分対象経費 千円

72,255             

32,991             

千円

うち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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 11,934             千円

うち交付金相当分対象外経費 15,850             千円 千円113,629           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 11,934             

千円

千円

171,629           

58,000             

155,779           

千円

千円

15,850             千円

千円

千円

千円

15,850             千円

74,365             うち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

１時間当たりの単価引き上げ

相談員総数

相談員数 人

人

10      

前年度末

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

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

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

前年度末うち委託等の相談員

58,000                             千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

国民生活センター主催の研修等への参加支援

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 21,000                             

14      今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

相談員数

10      相談員総数

相談員数

相談員数

今年度末予定14      

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

千円

千円

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

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

-                                     

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

-                                     千円

人

-                                     千円

千円

人

今年度の基金上積額（交付金相当分） 37,000                             千円

千円
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