
基金事業実施状況報告及び活性化事業実績報告について

１．今年度に都道府県及び市町村が実施した活性化事業（交付金相当分）

（単位：千円）

２．消費者行政決算見込み額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

別　紙

４.消費生活相談体制整備事業

163,136合計

68,602６.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

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

24,392

0 0

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

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

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 0 0 0

0

3,957 5,817

2,069 53,981 56,050

9,774

都道府県 市町村 合計

2,238 2,080 4,318

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

55.4                ％

51.2                ％

取崩し割合

133,985

294,641消費者行政決算総額（見込み）

基金取崩し額

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。）

138,229

92,994

76,866 86,270

0 0 0

160,656

163,136

55.4 ％

51.2 ％



３．消費生活相談員養成事業

①参加者総数 ①参加者総数
②年間研修総日数 ②年間研修総日数
③参加自治体 ③参加自治体

①実地研修受入総数 ①実地研修受入総数
②年間研修総日数 ②年間研修総日数
③実地研修受入自治体 ③実地研修受入自治体

４．消費生活相談体制整備事業

人 人時間／年

人 人時間／年

人

人

人 千円

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

管内市町村 28

1

28 38,233

1,508

54,995

管内市町村

対象人員数
（報酬引上げ）

事業実施自治体

県 1

事業実施自治体

人日

人
人日

追加的総業務量（総時間）

2,069

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画）

自治体参加型

法人募集型

管内市町村

県

人
人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

県

管内全体の研修参加・受入（実績）

人

人

人日



５．今年度に都道府県が実施した活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

2,213

事業の実績

事業（実績）の概要

36,322

10,378

78,335

交付金相
当分対象

経費

2,238 2,238

事業経費

2,054

10,378

2,045

2,244

研修参加

・窓口高度化事業、弁護士あっせん事業の実施
・リスクコミュニケーションの開催等（放射能対策も含む）、放射能汚染に関する研修会等の開催
・被災者からの相談に対応するため、各地区被災者相談支援センター等へ司法書士等の専門家を派遣
・被災地の消費者被害防止のため、出前講座を実施

相談員１人増員2,078

76,880

2,244

合計

2,276

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

事業経費
交付金相
当分対象

経費

36,937

2,276

1,970

事業計画

事業名

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

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

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

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）

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・強化が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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）

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）

食品等に含まれる放射性物質検査の実施

1,970 1,744

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

36,317

・セーフティーネットキャンペーン事業実施
・食育活動事例集の作成、配付
・情報モラルに関する出前講座を実施

10,91210,912

レベルアップ講座の実施

36,931

1,744

2,069

76,86678,320

21,942 21,907 21,907

2,213

21,942
・首都圏の量販店等において、物産フェア等を開催する市町村や生産者等に対して必要な補助を実施
・適格消費者団体の設立促進に向けたシンポジウムの開催

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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）



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

・暮らしのセーフティーネットキャンペーン事業では、各種メディアを
使った広報を行った
・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、
配付した
・スマートフォンやタブレットを使用し、学校、PTA等を対象とした情報モ
ラルに関する出前講座を実施した（14回）

流通食品に含まれる放射性物質検査を実施した(200検体）

対象経費（実績）事業名

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

国セン等主催の各種研修に延べ派遣し、相談員等のレベルアップを
図った（30人）

・委託料
・講師謝金、旅費、食糧費、新聞広告料、看板筆耕料、チラシ郵送料、テープ
反訳料、高速道路使用料、会場使用料
・委託料
・賃金、社会保険料、旅費、啓発資料等購入費、啓発資料等郵送料、健康診
断料、高速道路利用料

報酬、社会保険料

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

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

消費者ホットライン等の相談に対応できた

事業強化・機能強化の成果

レベルアップ講座を実施し、延べが受講した（182人）

・消費生活相談窓口高度化事業で弁護士無料相談を実施（24回、121
件）し、相談に対応したほか、市町村等弁護士あっせん事業3件を実施
し、市町村支援を行った
・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の開催（6
回）、出前講座の開催（52回）、新聞広告を活用した情報提供（2回）を
行った
・被災者からの相談に対応するため、各地区被災者相談支援センター
等へ司法書士等の専門家を派遣した（903回）
・被災地の消費者被害防止のため、出前講座を開催した（62回）

旅費、研修費

講師謝金、講師旅費、教材作成・購入費

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）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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・強化が対象。

・コンテンツ作成・購入費
・印刷物作成費
・スマートフォン・タブレット等購入費、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）

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

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

消耗品費、備品購入費、検体搬送費

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）

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
駆的事業）

・補助金(賃金、旅費、需用費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託料）
・講師等謝金、旅費、チラシ作成費、食糧費、看板筆耕料、会場使用料

・首都圏の量販店等において、物産フェア等を開催する市町村や生産
者団体等を対象に経費を補助（15市町村、15団体）し、県産農林水産
物の放射性物質に対する消費者の理解を促進した
・適格消費者団体設立促進シンポジウムを開催し、設立促進に向けた
機運醸成を図った



７．消費生活相談員養成事業の研修参加、実地研修受入実績（都道府県実施分、該当する場合に記載）

８．今年度に管内の市町村が実施した活性化事業の総額（交付金相当分） （単位：千円）

88,524

150盛岡市

実績

人

人日人日

人 参加者数

90,741

自治体参加型
参加希望者数

6,002

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

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

人

人日

事業の実績事業計画

交付金相
当分対象
経費計

実施市町村

797

年間研修総日数

交付金相
当分対象
経費計

事業経費

86,926

150

5,866

54,860

1,247

事業経費

22,660

741

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

人

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

人日年間研修総日数

宮古市、二戸市、金ケ崎町、山田町

1,234

846

年間研修総日数

1,234

846

実地研修受入人数

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

23,105

1,247盛岡市、一関市、奥州市

159159

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

5,736

53,981

21,392

54,306

21,635
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）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業計画

実地研修受入希望人数
法人募集型

86,270

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

56,424

5,658⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

実施形態

年間研修総日数

⑧消費生活相談体制整備事業

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）

合計

3,010

研修参加・受入要望

3,000

研修参加・受入

遠野市 3,016 3,000⑫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）



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

盛岡市)相談員等の研修旅費及び受講料（延べ23回参加）
宮古市)消費生活相談員2名及び担当職員を延べ15回にわたって各種研修会に派遣し、スキルアップを図った
大船渡市)相談員が県及び国民生活センター等主催の講座に参加し、消費生活相談に関するレベルアップを図った
花巻市)職員はセンター運営に係る専門的知識・技術を習得するため、消費生活相談員は消費生活に係る専門的相談技術を習得するために研修参加支援を
行った
北上市)国民生活センター等主催研修会への参加（7回）、県民生活センター主催研修会への参加（24回）、その他研修会参加（2回）
久慈市)消費生活相談員が国セン・県セン等の研修会に参加するための旅費及び教材費を支援した
遠野市)消費者行政担当職員が研修会に参加したことによりレベルアップが図られた
一関市)消費生活相談員の研修参加支援を行った
釜石市)消費生活相談員等の検収参加を支援し相談対応スキルの向上が図られた
二戸市)消費生活相談員3名の資質向上のため研修参加した（31回）
八幡平市)国民生活センター等による研修に参加した
奥州市)国民生活センター等の専門研修等に参加しより専門的な知識が得られ、消費者への啓発や苦情相談等への対応能力を向上させることができた
金ケ崎町)県主催の生活相談事例研究会等への研修参加支援を行った
平泉町)研修会に参加し、担当者の知識向上及び意識啓発に繋がった
洋野町)担当職員が研修に参加しレベルアップを図った

事業・機能強化の成果の概要

盛岡市)講師を招聘し、相談員研修会（2回）を開催

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

盛岡市）広域市町村における相談業務の共同実施に伴う相談員の増員（1名）を行った
大船渡市）集中育成期間中に雇用した非常勤相談員2名が相談対応及びPIO-NET入力を行い、体制整備に努めた
花巻市）相談員4名を配置した
北上市）非常勤の消費生活相談員を2名増員し、複雑化・多様化する相談に対応した
久慈市）広域連携市町村の相談体制を整えるために、相談員を3名を任用した
遠野市）相談員2名任用した
一関市）相談員4名を任用した
釜石市）消費生活相談員3名を配置し、相談窓口体制を整備した
二戸市）消費生活相談員を雇用したことにより広域連携している市町村の消費者からの相談対応及びPIO-NETへの迅速な入力ができた
八幡平市）PIO-NET入力及び相談窓口体制強化のため相談員を1名配置した
奥州市）消費生活相談員を増員したことにより、PIO-NETの入力、増加する多種多様な相談に対応できる体制をとることができた
雫石町）複雑多岐にわたる相談に対応するため、消費生活相談員を雇用し相談窓口の体制強化を図った
金ケ崎町）苦情相談における積極的あっせんを行い相談対応の強化を図るため、相談員を１名配置した

盛岡市）食品等に含まれる放射性物質の検査を実施（1,522検体を測定検査）（人件費以外）
一関市）放射性物質検査を実施した
奥州市）検査体制を整備することにより食品の検査を行うことができた

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名

宮古市）消費生活センター紹介パンフレットを作成、広域市町村全世帯に配付、公的機関に案内カードを配付し利活用を図り、参考図書を備えた
二戸市)相談業務を強化するために必要な執務参考図書を購入し、円滑な相談対応ができた
金ケ崎町)専門知識習得のため、参考図書を購入した
山田町)執務参考図書等を購入し、相談窓口の機能拡充を図ることができた



10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

遠野市）関係機関・団体が連携し、高齢者等要援護者に対して電話や訪問等により定期的な見守り注意喚起を図った

交付金相当分

うち管内の市町村の基金計

32,118

千円

積増し相当分

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）

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）

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）

163,136

76,866 千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村合計

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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）

86,270

盛岡市）弁護士による法律相談増回分（10回）開催に係る謝金、啓発用資料・ポスター・広域用啓発紙（3回）作成及び配布、広域市町村での
消費者講座・出張相談会の実施（職員延べ23回、相談員述べ4回）、食品等に含まれる放射性物質の検査を実施（人件費分）
宮古市）啓発資料を作成・購入し消費者トラブルの未然防止を図り、公共交通機関内において相談会の情報提供と注意広報を行った、また、
被災者の今後の住まいに関する専門家、県、市の合同相談会を延べ15回開催し、消費者契約上の不安の解消を図った
大船渡市）消費啓発リーフレットを作成、全戸配布したほか、消費生活パネルを広域連携している市町の中学校に配付し啓発を図った
花巻市）センター機能の一部として弁護士法律無料相談会を開催し、消費生活に係る啓発資料作成等を行った
北上市）各種啓発物品を購入し行政区毎に回覧し、区長、民生委員、学校、各地区、研修参加者にセンターPR資料を配布した
久慈市）地域の消費者問題に関するリーダー養成及び消費者教育推進のため「消費者力アップ講習会」を7回開催した、久慈広域市町村各種
イベントにおいて養成したリーダーによる啓発を行った
遠野市）トラブル防止パンフレットを作成し全戸配布を行い、出前講座において啓発物品を配付し、相談窓口の住民周知を図った
一関市）出前講座を実施し消費者問題解決力の強化を図り、無料法律相談を開催（月１回年12回）した
陸前高田市）仮設住宅において弁護士による法律相談を実施し、消費者問題などについて早期解決が図られた
釜石市）出前講座や啓発活動を通じて住民の消費者問題への関心・意識を向上させた
二戸市）広域連携市町村管内全戸にチラシ配布し啓発を図るとともに、消費生活センター周知のためPR用品を作成し敬老会、成人式等におい
て配布した
八幡平市）安心安全な消費生活維持の啓蒙のため出前講座を実施し、啓発用チラシを全戸に配布した
奥州市）高齢者等を対象とした出前講座でリーフレットを利用し理解を深めるとともに、消費生活に関する留意事項を市広報に掲載し、広く啓発
を行った
雫石町）中学生向け啓発パンフレットを購入し、町内全中学生に配布し啓発に努めた
葛巻町）消費生活パンフレットを作成、全戸配布して周知及び啓蒙を図った
紫波町）啓発チラシを全戸配布することによって、町民に対し未然防止、相談窓口の周知を図った
矢巾町）消費者問題に関する啓発用回覧板を購入し、地域に配布して住民への普及啓発を行った
西和賀町）食品安全に関するパンフレットを購入、全戸配布し普及、啓発を行い、また、放射性物質の検査を行い、食の安全、安心の確保に係
る情報提供を行った
金ケ崎町）消費者被害防止リーフレットを購入、作成し、全戸配布（3回）を行い消費者啓発を図った
住田町）注意喚起事項や消費生活センターの電話番号を記載した物品等を配布し、消費者行政の活性化を図った
山田町）啓発事業等に係る資料やリーフレットを購入し、消費者教育を図ることができた
岩泉町）高校卒業生に対し啓発用品を配布し、その内容を本庁、各支所窓口に配架し啓発を図った
田野畑村）消費者被害防止のパンフレットを作成（1300部）、全世帯に配布することにより、消費者被害の未然防止を図った
普代村）多重債務に係る啓発のためリーフレットを購入、全世帯に配布した
洋野町）悪質商法に関する啓発用小冊子（6,300部）の全戸配布により啓発した

うち都道府県

32,118

千円

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）

千円

千円

千円



11．消費者行政決算見込み額

11-2．消費者行政決算見込み額

千円

うち都道府県

千円

131,505

人

人うち都道府県

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 0

千円 294,641

千円

千円

138,065

0

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点） 0 人

うち管内市町村

千円

うち都道府県

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 0 千円

千円

人

人

千円

うち管内市町村

人

94,192

千円

53.7 ％

％

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 ％

74,386 千円

163,136

232,257

131,505

うち都道府県 57.4

55.4

154,871

千円

千円

うち管内市町村

うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

前年度 今年度

5,785

56,599 千円

76,866 千円

77,386

千円160,656

千円

58,229

-6,560

対前年度差

57,709 千円

千円

0

千円

千円

千円

千円

11,235

-

千円

1,622 千円

-

-

千円0

OK

-

0.54

-5,450

千円

68,944

0

-1,625

-

-千円

千円

千円

千円

千円

千円

OK千円

千円 0

千円

-

0.55

62,384

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円

19,157

75,035 86,270

千円

千円

0.57

-

千円

千円

千円

-3

-1,110 千円

千円

平成２０年度 対平成２０年度差

千円①都道府県の消費者行政決算見込み額 133,985

うち都道府県

チェック項目

-42,407 千円

57,119

53,176 千円

95,583 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分取崩対象経費

うち交付金相当分取崩対象外経費

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち管内市町村

うち管内市町村

④③を含めた交付金相当分取崩対象外経費

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

2,072

54,428

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

千円

52,356 千円

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額

②都道府県の管内の市町村の消費者行政決算見込み総額

うち交付金相当分取崩対象外経費

2,069

53,176 千円 79,836

95,583 千円 35,922

21,210

91,578

14,712

107,480千円

56,050 千円

千円

千円

千円 千円74,386

千円199,058

42,407 千円

53,981 千円

57,119

千円

千円



12．基金の管理（実績）

13．都道府県の消費生活相談窓口

14．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

国民生活センター主催等の研修参加費用の支援②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

具体的内容

前年度末

①報酬の向上

処遇改善の取組

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

前年度末の基金残高（積み増し相当分） 32,094                       

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

163,136                     

消費生活相談員の配置 人相談員総数 8人 今年度末実績

千円

前年度末

千円

113                           

人 今年度末実績

-                              千円

63,752                       

相談員総数 8

8 人

相談員総数

前年度末 相談員総数 8 人

相談員総数うち常勤職員の相談員

うち非常勤の相談員

うち委託先職員等の相談員 人 今年度末実績 相談員総数前年度末 相談員総数

今年度末実績

人

人

相談員総数

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分） -                              千円

今年度の基金取崩し額（積み増し相当分） 32,118                       千円

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分） 24                             千円

設置当初の基金残高（積み増し相当分） 190,256                     千円

千円

千円

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金上積額（交付金相当分） 79,749                       

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

千円

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

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

千円



15．管内市町村の消費生活相談窓口

16．今年度の管内の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組（実績）

③就労環境の向上

①報酬の向上

④その他

人

今年度末実績 相談員総数 11うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数

人

②研修参加支援

花巻市）H25年度から通勤距離に応じた報酬を割増支給
釜石市）消費生活相談員（臨時職員）の賃金を日額430円向上させた

盛岡市）研修参加機会の増（延べ23回増）
宮古市）各種研修会に相談員を参加させて、知識技能の修得と資質向上を図った
大船渡市）各種研修受講により相談技術の研鑚を積み、知識向上が図られた
花巻市）消費生活に係る専門的な相談技術を習得するための研修参加
北上市）全国規模の研修会への参加回数を増やした（25年度7回、24年度6回、23年度4回、22年度3回、21年度1回）
久慈市）研修参加による知識技能習得を支援した
遠野市）研修に参加させ、必要な専門知識及び相談処理技法を習得させた
一関市）消費生活相談員の研修参加支援を行った
釜石市）消費生活相談員等の研修への参加経費の支援
二戸市）相談員の研修参加費用を支援
八幡平市）知識技能の習得のための研修参加を支援
奥州市）国民生活センター等の研修に参加し、消費者への啓発や苦情相談等への対応能力を向上させることができた
雫石町）県民生活センター等が行う研修に参加する体制を整えた
金ケ崎町）県主催の生活相談事例研究会等への参加支援

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

45前年度末 相談員総数 45 今年度末実績 相談員総数

33 人

人11

相談員総数 1

人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 33 人 今年度末実績 相談員総数

人

消費生活相談員の配置

人 今年度末実績 相談員総数 1うち委託先職員等の相談員 前年度末



【実績報告】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 36,643

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 5,300

　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 31,343

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 28,758

　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 28,758

　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） 7,885

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 5,300

　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 2,585

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

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

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
（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実施

28,758

計 28,758

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

消費生活相談機能整備・強化事業
（商品テスト） 1 1 食品に含まれる放射性物質の検査 635 盛岡市

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 6 食品に含まれる放射性物質の検査 4,060 盛岡市

消費生活相談機能整備・強化事業
（商品テスト） 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

消費生活相談機能整備・強化事業
（商品テスト） 1 1 食品の放射性物質測定 258 奥州市

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 6 放射性物質検査 6 西和賀町

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 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

1,850 宮古市

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 3 6 仮設住宅における無料弁護士法律相談の開催 735 陸前高田市

計 7,885

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。
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