
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

取崩し割合

141,966

245,272

147,444

38%

0 0

99,413

61,319 86,125

0

387,238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。）

147,444                                                  

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

38%

都道府県 市町村 合計

610 7,226 7,836

0 0 0

7,562

1,165 2,196

2,551 26,721 29,272

3,361

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

４.消費生活相談体制整備事業

147,444合計

49,431６.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

49,982

7,562 0

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

別　紙



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

人日

人

人

管内全体の研修参加・受入（実績）

管内市町村

県

人

人日

対象人員数
（勤務時間，日数等の拡大）

3

県

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

人

人日

追加的総業務量（総時間）

10,246

事業実施自治体

鹿嶋市（3人），筑西市，つくばみらい市（2人），阿見町（2人）

人日

53,643

管内市町村 8

対象人員数
（報酬引上げ）

事業実施自治体

県 7

水戸市，日立市，古河市，石岡市，結城市（2人），下妻市（2人），常総市（2人），高萩市（2人），北茨城市，取手市，牛久市（3人），鹿嶋市（3
人），守谷市（2人），那珂市，筑西市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市（2人），神栖市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市（2人），茨
城町，大洗町，城里町，東海村，大子町，美浦村，阿見町，河内町，八千代町，五霞町，境町（2人），利根町

4

47 34,868

4,524

対象人員数計 追加的総費用

管内市町村 55



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）

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）

事業者指導専門員旅費等

809

61,31966,537

497

1236391,110 478

相談員研修会の開催（スキルアップ研修５回，レベルアップ研修２回）

Ge半導体検出器定期点検整備費用等
放射性物質検査機器のメンテナンス費用等

613 356

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

48,811

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）

事業計画

事業経費
交付金相
当分対象
経費

51,944

928

1,335

613

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）

合計

1,335

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）

625

51,944

356

2,551

70,730

625

相談員研修会旅費等

相談員等養成講座の開催（委託），高齢者向け寸劇の開催（委託），消費者教育講師の派遣，ラジオ・リーフレット
等による啓発，食の安全・安心の確保対策，農産物等の風評被害の払拭等

事業者指導員（2名），消費者教育推進員（1名）の配置

7,826

7,590

市町村支援員用車両借上代，市町村支援員旅費等

2,7888,002

11,766
市町村支援員（3名）の配置
弁護士等と連携した法的助言，専門相談体制の整備

交付金相
当分対象
経費

610 610

事業経費

928 497

76,323

48,811

事業の実績

事業（実績）の概要

809

7,56211,418



６．活性化事業（都道府県実施分）の実績詳細

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）

研修参加・受入研修参加・受入要望

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）

事業所指導調査旅費等

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）

機動的に事業者指導を実施した。

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）

専門相談用消耗品，市町村支援員旅費，レンタカー使用料等 車両の借り上げ等により，効率的に市町村巡回支援を実施した。

Ge半導体検出器定期点検整備費用等
放射性物質検査機器のメンテナンス費用等

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）

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

実施形態

年間研修総日数

⑯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。

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）

事業計画

実地研修受入希望人数

法人募集型

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

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）

実地研修受入人数

旅費，負担金等

講師謝金，講師旅費，消耗品，通信費等

年間研修総日数

相談員等養成講座や高齢者向け寸劇の開催，消費者教育講師の派遣，ラジ
オ・リーフレット等による啓発，食の安全・安心の確保対策，農産物等の風評被
害の払拭等の各種事業により，消費者の問題解決力の強化を図った。

市町村支援員を配置し，市町村への相談・指導体制を強化。また，弁護士等と
の連携により，専門的な相談への対応を強化した。

事業強化・機能強化の成果

研修会の開催により，相談員のレベルアップが図られた。

人

人日年間研修総日数

事業者指導員，消費者教育推進員を配置し，事業者指導・消費者教育啓発体
制を強化した。

年間研修総日数

市町村支援員の報酬，共済費，報償，交通費等
市町村助言に係る弁護士等の手数料

相談員等の研修会参加を支援した。

講師謝金，講師旅費，啓発用消耗品・印刷費，通信費，広告費，
委託料等

事業者指導員・消費者教育啓発員の報酬，共済費，報償，交通費等

人

人日

事業名

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

自治体参加型

参加希望者数 参加者数

学校給食用食材，市販食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全心を確保

対象経費（実績）

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

実績

人

人日人日

人



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）

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）

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 86,125

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）

55,385

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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）

2,196

26,721

48,398

1,584

53,642

49,064

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

2,306

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

52,629

7,006

1,567 1,502

5,7245,746

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

土浦市，古河市，結城市，龍ヶ崎市，下妻市，常陸太田市，
笠間市，取手市，鹿嶋市，潮来市，守谷市，
常陸大宮市，筑西市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，
つくばみらい市，小美玉市，大洗町，大子町，美浦村

1,734 1,584

日立市，土浦市，結城市，取手市，坂東市，桜川市，神栖市，
つくばみらい市，小美玉市

事業経費

50,343

交付金相
当分対象
経費計

事業経費

113,909

2,485

27,652

6,656

1,5301,530

事業計画

交付金相
当分対象
経費計

実施市町村

事業の実績

水戸市，日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，
常総市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，取手市，牛久市，
つくば市，ひたちなか市，鹿嶋市，潮来市，守谷市，常陸大宮市，那珂市，
筑西市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，神栖市，行方市，
鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，
大子町，美浦村，阿見町，河内町，八千代町，境町，利根町

水戸市，日立市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，常総市，高萩市，北茨城市，
取手市，牛久市，鹿嶋市，守谷市，那珂市，筑西市，坂東市，稲敷市，
かすみがうら市，桜川市，神栖市，行方市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，
茨城町，大洗町，城里町，東海村，大子町，美浦村，阿見町，河内町，八千代町，
五霞町，境町，利根町

日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，常総市，
常陸太田市，高萩市，北茨城市，取手市，鹿嶋市，守谷市，
筑西市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，神栖市，
鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，
大子町，美浦村，阿見町，河内町，利根町

2,558

120,842

水戸市，結城市，高萩市，守谷市，筑西市，神栖市，

90,400

1,734



９．活性化事業（管内市町村実施分）の実績詳細

10．今年度の基金取崩し実績額

　

　 千円

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）

事業名

千円

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

うち都道府県

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

147,444

61,319 千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村合計

千円

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）

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）

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）

86,125

消費者教育（出前講座等）・啓発の充実強化，食の安全安心の確保の各種事業を行い，消費者問題解決力の強化に努めた。

食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心の確保を図った。

積増し相当分 0

相談員の増員及び勤務日数の拡大等により相談体制を強化した。

交付金相当分

うち管内の市町村の基金計

千円

消費者団体等への支援及び連携・協働を図った。

相談員等を対象とした研修会を実施し，実務能力の向上を図った。

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）

⑧消費生活相談体制整備事業

事業・機能強化の成果の概要

弁護士等と連携した専門相談等への対応を強化した。

相談員等が研修会に参加する際の旅費・負担金を支援し，研修会への参加を促進した。



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

千円

千円201,432

64,632 千円

26,665 千円

29,216 千円

千円

185,806 千円

77,334

16,015

124,098

53,988

2,551

121,174 千円

うち交付金相当分対象の賃料，人件費等

2,497 千円

27,744 千円

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

うち都道府県 80,647

121,174 千円

185,806 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の常勤職員の時間外勤務手当

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

30,241

64,632 千円

チェック項目

-千円

前年度 今年度平成２０年度 対平成２０年度差

37,973

--54

千円

千円

0.43

-

千円

千円

千円

80,647

0

84,791 千円

うち交付金相当分対象の賃料，人件費等

千円

0 千円

78,409

54 千円

-1,079

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

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

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円 56

千円

千円 245,272

146,505 86,125

175,528 159,147

千円

OK千円

千円 56

千円

-

0.38

110

千円

千円

-千円

-102,175 千円

千円

千円

千円

OK

-

0.35

-16,381

千円

-83,852

-54

-

千円

-60,380

-

千円

-1,025 千円

-

-

-14,143

対前年度差

-23,472 千円

千円

0

千円

千円

千円

①都道府県の消費者行政決算見込み額 141,966

2,238 千円

-80,941

-21,234 千円

61,319 千円

163,200

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

うち交付金相当分取崩対象経費

千円

326,213

147,444

489,413

239,794

うち都道府県 43.2

38.1

159,147 千円

千円

うち管内市町村

うち交付金相当分取崩対象外経費

千円

35.1 ％

％

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 ％

千円

うち管内市町村

人

231,296

千円

人

人

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 0 千円

うち都道府県

253,937

110

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

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 387,238

千円

千円

千円

うち都道府県

千円

239,794



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）

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分） 513,000                    

前年度末の基金残高（交付金相当分） 56,551                      

千円

設置当初の基金残高（積み増し相当分） 千円

千円

千円

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） -                             千円

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分） 22,500                      

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分） 千円

人

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

人

今年度末実績 相談員総数 9 人

相談員総数

前年度末 相談員総数 9 人

相談員総数前年度末

147,444                    千円

298                          

人 今年度末実績

千円

相談員総数 9人 今年度末実績

千円

人消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 9

今年度の基金上積額（交付金相当分） 113,095                    

今年度の基金取崩し額（交付金相当分）

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）

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

①報酬の向上 主任消費生活相談員の報酬引き上げ

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター等への研修参加支援



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）

人

消費生活相談員の配置

人 今年度末実績 相談員総数 11うち委託先職員等の相談員 前年度末 相談員総数 11

人

うち非常勤の相談員 前年度末 相談員総数 83 人 今年度末実績 相談員総数 84 人

人－

95前年度末 相談員総数 94

・相談室の執務環境改善（下妻市）
・出勤日数増加相談員については社会保険・雇用保険に加入（東海村）

②研修参加支援

・報酬の増額（鹿嶋市，筑西市，つくばみらい市，阿見町）

・相談員の研修参加旅費等の支援
（日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，常総市，常陸太田市，北茨城市，取手市，牛久市，
鹿嶋市，守谷市，常陸大宮市，那珂市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，神栖市，行方市，
鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，大子町，美浦村，阿見町，河内町，利根町）

処遇改善の取組 実施市町村及び具体的内容

人

今年度末実績 相談員総数 －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

④その他

③就労環境の向上

①報酬の向上

・交通費の実費支給（高萩市，那珂市）
・１日の勤務を4人体制としたことにより，休暇の取得，研修への参加が容易となった。（神栖市）
・相談体制の強化のため１名増員（つくばみらい市）



【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） 50,752

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 7,024

　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 0

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 43,728

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 44,338

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 610

　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 0

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 43,728

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 6,414

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 6,414

　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 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

いばらき食彩の里推進事業 3 6
県北地域の食材を使用した料理コンテスト等を実施し、震災による農産物等の
風評被害を払拭。

5,108 県北振興課

食の安全対策強化事業 1 1 放射性物質検査機器（Ｇｅ）を整備し、市販食品等の試買検査の実施。 448 生活衛生課

いばらき農産物販売力強化事
業

3 6 首都圏量販店で茨城フェアを開催し、震災による農産物等の風評被害を払拭。 14,570 販売流通課

いばらきをたべよう収穫祭開催
事業

3 6 県内農産物等の収穫祭を開催し、震災による農産物等の風評被害を払拭。 19,580 販売流通課

県水産物販売促進事業 3 6
漁業者や地魚取扱店等を活用した産地情報ＰＲ活動を行い、震災による水産
物等の風評被害を払拭。

4,470 漁政課

学校給食衛生管理強化事業 1 1 学校給食用食材の放射性物質検査を実施し食の安全・安心を確保。 162 保健体育課

計 44,338

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

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 223 土浦市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 628 古河市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 384 結城市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 216 龍ヶ崎市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 173 下妻市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 216 常陸太田市

放射性物質検査事業 1 6 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 690 北茨城市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 178 笠間市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 560 取手市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 173 鹿嶋市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 173 潮来市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 264 守谷市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 323 常陸大宮市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 130 筑西市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 216 稲敷市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 533 かすみがうら市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 180 桜川市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 216 つくばみらい市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 173 小美玉市

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 216 大洗町

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 299 大子町

放射性物質検査事業 1 1 食品等の放射性物質検査を実施し，食の安全・安心を確保 250 美浦村

計 6,414

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26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。

①機器メンテ：22市町村，28台，
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