
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

事業名 都道府県 市町村 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

96 8,463 8,559

２.消費生活相談員養成事業 0 0 0

３.消費生活相談員等レベルアップ事業 1,382 4,962 6,344

４.消費生活相談体制整備事業 7,487 32,506 39,993

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業 0 0 0

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 17,637 110,071 127,708

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務 0 0 0

合計 26,602 156,002 182,604

消費者行政決算総額（見込み） 627,835

都道府県決算（見込み） 426,907

管内市町村決算（見込み） 200,928

基金取崩し額 182,604

取崩し割合 29.1 ％ 24.7                ％

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。） 155,769

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。） 25.9 ％ 21.9                ％



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

実施形態 管内全体の研修参加・受入要望（事業計画） 管内全体の研修参加・受入（実績）

自治体参加型

人 人

人日 人日

法人募集型

人 人

人日 人日

該当なし



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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間） 事業実施自治体

県 ー ー

管内市町村 19 9,587
【７市６町村】
仙台市、石巻市、気仙沼市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、七ヶ浜町、大和町、大郷町、大衡
村、涌谷町

対象人員数
（報酬引上げ）

事業実施自治体

県 ー

管内市町村 12 仙台市、白石市、利府町

対象人員数計 追加的総費用

県 ー ー

管内市町村 31 20,786



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）

事業名

事業計画 事業の実績

事業（実績）の概要
事業経費

交付金相
当分対象

経費
事業経費

交付金相
当分対象

経費

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

8,152 8,152 6,276 96
県政だよりに３回，地域情報紙に５回記事を掲載し，消費生活センターの相談窓口の周知
を図った。

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

522 278

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 268 268 49 49
相談内容の複雑化・高度化に対応するため，法律専門家による相談現場のサポートを実
施した。

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） 1,584 1,584 1,333 1,333 相談員等の更なるレベルアップを図るため，国民生活センター等での研修に参加した。

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。

9,214 9,214 7,487 7,487
相談増加対応，啓発強化，法執行強化のため，相談員２名，啓発担当臨時職員１名，不当
取引専門指導員１名を配置した。

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）

33,004 33,004 40,440 0

若者向け消費生活法律授業を５回開催したほか，ポケットティッシュ80,000個などの窓口周
知用物資やパンフレット30,000部，パネル５枚を作成し啓発に努めた。また，消費者被害の
未然防止・拡大防止を図るため，テレビ・ラジオ・映画館広報などにより広報啓発を実施し
た

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）

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）

18,019 18,019 17,637 17,637
首都圏をはじめとする大消費地の消費者に対して、生産者が実施している放射性物質低減のための取組や、放射
性物質検査の実施状況を周知するほか、県産食品の安全ＰＲ活動を実施するなど、風評被害の早期解消を図っ
た。

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）

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 70,763 70,519 73,222 26,602



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

事業名 対象経費（実績） 事業強化・機能強化の成果

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

広報広告費
県政だよりに３回，地域情報紙に５回記事を掲載し，消費生活
センターの相談窓口の周知を図った。

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

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 専門家への謝金，旅費
相談内容の複雑化・高度化に対応するため，法律等の専門
家による相談現場のサポートを実施した。

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） 研修会参加旅費，負担金
相談員等の更なるレベルアップを図るため，国民生活セン
ター等での研修に参加した。

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。

報酬，賃金，共済費，通勤手当
相談増加対応，啓発強化，法執行強化のため，相談員２名，
啓発担当臨時職員１名，不当取引専門指導員１名を配置し
た。

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）

講師謝金，旅費，広報物資作成経費，広報広告費

若者向け消費生活法律授業を５回開催したほか，ポケット
ティッシュ80,000個などの窓口周知用物資やパンフレット
30,000部，パネル５枚を作成し啓発に努めた。また，消費者被
害の未然防止・拡大防止を図るため，テレビ・ラジオ・映画館
広報などにより広報啓発を実施した。

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）

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）

委託料
各種媒体により生産者の顔が見える取組を照会するとともに、
県産食品の認知度の向上と消費者からの信頼回復を図った。

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）

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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）

実施形態
研修参加・受入要望 研修参加・受入

事業計画 実績

自治体参加型
参加希望者数 人 参加者数 人

年間研修総日数 人日 年間研修総日数 人日

法人募集型
実地研修受入希望人数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間研修総日数 人日

該当なし



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）

事業名 実施市町村

事業計画 事業の実績

事業経費
交付金相
当分対象
経費計

事業経費
交付金相
当分対象
経費計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
【９市７町】仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀
城市、東松島市、大崎市、村田町、亘理町、松島町、大和町、富谷町、
色麻町、美里町

7,480 7,257 7,209 6,926

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 【２市】仙台市、大崎市 29,452 29,452 1,537 1,537

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）

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） 登米市 1,254 1,254 550 550

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）
【１０市１１町村】仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城
市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、村田町、柴田町、亘
理町、山元町、松島町、大衡村、色麻町、涌谷町、美里町、女川町

5,727 5,354 4,489 4,412

⑧消費生活相談体制整備事業

【１１市１２町村】仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、多賀城
市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、村田町、亘
理町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌
谷町、美里町

39,801 33,400 38,725 32,506

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）

【１３市１９町村】仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、
角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿
町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ
浜町、利府町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女
川町、南三陸町

126,054 90,023 102,095 99,896

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）

仙台市 1,124 1,124 977 977

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）

仙台市 9,198 9,198

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 210,892 167,864 164,780 156,002



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

事業名 事業・機能強化の成果の概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 事務用機材等の設置、執務参考図書の整備など、相談窓口機能の充実が図られた。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士等の専門家派遣による法律相談会を実施するなど、地域における消費生活相談機能の強化が図られた。

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）

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） 弁護士等による法律相談会・講習会により、相談業務のレベルアップが図られた。

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） 国民生活センター・県が実施する研修会等への参加を支援することにより相談員のレベルアップが図られた。

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の報酬等、人的体制の整備が図られた。

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）

各種媒体（新聞、ラジオ等を活用した広報啓発やパンフレット、リーフレットの作成・配布を通して、消費生活被害の未然防止に貢献するとともに、食品の放射
性物質検査体制整備等を図るなど、消費者の安心・安全を確保するための取り組みを効果的に実施した。

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）

消費生活情報誌の発行等を通して、身近な消費生活に関する情報を発信するなど、消費者問題への関心を高める取り組みを行った。

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）

食品ロス削減等の周知啓発事業の実施により、食品ロス削減をはじめとした生ゴミ減量等に対する意識の高揚や日常的な取り組みの促進に効果があった。ま
た、適格消費者団体設立の促進では、ＮＰＯ法人消費者市民ネットとうほくの設立支援を効果的に実施した。

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

交付金相当分 182,604 千円

うち都道府県 26,602 千円

うち管内の市町村合計 156,002 千円

積増し相当分 47,163 千円

うち都道府県の基金 47,163 千円

うち管内の市町村の基金計 0 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

平成２０年度 前年度 今年度 対平成２０年度差 対前年度差 チェック項目

①都道府県の消費者行政決算見込み額 0 千円 434,425 千円 426,907 千円 426,907 千円 -7,518 千円 -

うち交付金相当分取崩対象経費 17,819 千円 26,602 千円 8,783 千円 0.06

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 7,811 千円 7,487 千円 -324 千円 -

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 千円 0 千円 -

うち交付金相当分取崩対象外経費 0 千円 416,606 千円 400,305 千円 400,305 千円 -16,301 千円 -

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 0 千円 188,463 千円 200,928 千円 200,928 千円 12,465 千円 -

うち交付金相当分取崩対象経費 67,352 千円 156,002 千円 88,650 千円 0.78

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 33,929 千円 36,740 千円 2,811 千円 -

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 54 千円 千円 -54 千円 -

うち交付金相当分取崩対象外経費 0 千円 121,111 千円 44,926 千円 44,926 千円 -76,185 千円 -

③都道府県全体の消費者行政決算見込み総額 0 千円 622,888 千円 627,835 千円 627,835 千円 4,947 千円 -

うち交付金相当分取崩対象経費 85,171 千円 182,604 千円 97,433 千円 0.29

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 41,740 千円 44,227 千円 2,487 千円 -

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 54 千円 0 千円

うち交付金相当分取崩対象外経費 0 千円 537,717 千円 445,231 -92,486 千円 OK

-54 千円 -

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 31 人

うち都道府県 9 人

千円 445,231 千円

うち管内市町村 22 人

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点） 30 人

うち都道府県 6 人

うち管内市町村 24 人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 111,643 千円

うち都道府県 4,170 千円

うち管内市町村 107,473 千円

④③を含めた交付金相当分取崩対象外経費 556,874 千円

うち都道府県 404,475 千円

うち管内市町村 152,399 千円

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 24.7 ％

うち都道府県 6.2 ％

うち管内市町村 50.6 ％



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）

設置当初の基金残高（交付金相当分） 288,750                     千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 178,627                     千円

今年度の基金上積額（交付金相当分） 123,763                     千円

今年度の基金取崩し額（交付金相当分） 182,604                     千円

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 256                           千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分） 120,042                     千円

設置当初の基金残高（積み増し相当分） 115,431                     千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分） 43,425                      千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分） 3,683                        千円

今年度の基金取崩し額（積み増し相当分） 47,163                      千円

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分） 55                            千円

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

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 28 人 今年度末実績 相談員総数 28 人

うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数 人 今年度末実績 相談員総数 人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 28 人 今年度末実績 相談員総数 28 人

うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 人 今年度末実績 相談員総数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 国民生活センター等主催の研修会への参加支援

③就労環境の向上 事務用機材・執務参考図書等の購入

④その他



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）

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 60 人 今年度末実績 相談員総数 60 人

うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数 人 今年度末実績 相談員総数 人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 60 人 今年度末実績 相談員総数 60 人

うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 人 今年度末実績 相談員総数 人

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

○国民生活センター等主催の研修会への参加支援（旅費、負担金等）【１１市１２町】

仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、亘理町、山元町、
松島町、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

③就労環境の向上

○事務用機材・執務参考図書等の購入【１０市９町】

石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、亘理町、松島町、富谷町、色麻町、
加美町、涌谷町、美里町、女川町

④その他



【実績報告】

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（県事業　＋　市町村事業） 45,590

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 23,456

　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 22,134

　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 0

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業

　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

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業

管内市区町村事業 45,590

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 23,456

　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 22,134

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業

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

計 0

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

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射能測定検査委託料 3,365 塩竈市 3,365,074

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 保育所・学校給食食材放射能測定検査委託料 8,441 多賀城市 8,441,370

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射性物質検査機器のメンテナンス 693 七ヶ宿町 693,000

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射性物質検査機器のメンテナンス、消耗品購入 544 丸森町 544,000

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射性物質検査機器のメンテナンス、消耗品購入 496 七ヶ浜町 496,000

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射能測定器保守委託料 276 大衡村 276,000

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6 放射能物質検査に係る備品購入 15 加美町 14,490

消費者の安心・安全を確保
するための取組

1 6
放射性物質検査に従事する臨時職員賃金、消耗品購
入

2,232 涌谷町 2,231,310

16,062 16,061,244

消費生活相談機能整備・強
化事業（専門家の活用）

2 1 弁護士等の専門家派遣 1,117 仙台市 1,117,383

消費者の安心・安全を確保
するための取組

2 6 弁護士等の専門家派遣 9,237 東松島市 9,236,750

消費者の安心・安全を確保
するための取組

2 6 弁護士等の専門家派遣 7,394 山元町 7,394,038

消費者の安心・安全を確保
するための取組

2 6 弁護士等の専門家派遣 1,890 女川町 1,890,000

消費者の安心・安全を確保
するための取組

2 6 弁護士等の専門家派遣 9,890 南三陸町 9,889,683

29,528 29,527,854

45,590 45,589,098

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。

注　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。

添付資料（２）－②

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

小計

小計

合計
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