
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

132,642合計

63,695６.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

19,825

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

3,174 3,210

0 40,248 40,248

6,384

都道府県 市町村 合計

274 2,216 2,490

都道府県決算（見込み）

管内市町村決算（見込み）

51.2%

51.2                ％

51.2                ％

取崩し割合

113,755

259,048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。）

132,642

83,520

67,143 65,499

0 0 0

145,293

132,642

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

追加的総費用

管内市町村 28

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、
金ヶ崎町

28 38,192

54,603

管内市町村

対象人員数
（報酬引上げ）

事業実施自治体

県

対象人員数計

事業実施自治体

人日

人
人日

追加的総業務量（総時間）

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）

2,158

事業（実績）の概要

6,805

事業の実績

69,971

274 274

事業経費

102 75 市町村訪問の実施

67,156

相談員等の研修参加支援

・窓口高度化事業の実施
・リスクコミュニケーションの開催、新聞広告を活用した情報提供
・食品の放射性物質検査の実施（人件費分）
・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
・首都圏の量販店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へ補助を実施

交付金相
当分対象
経費

279

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）

279

合計

2,158

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

59,228

102

2,158

1,162

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）

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

56,815

・消費者教育教育推進専門員を配置し、教員向け啓発セミナーを実施
・障がい者等の自己管理能力向上を図るため、研究会を開催し報告書を作成

56,818

6,8137,042

レベルアップ講座の実施

59,225

1,0181,159 1,016

75

67,14369,958

食品等に含まれる放射性物質検査の実施（人件費除く）

2,158

7,035

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

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

旅費、研修負担金

委託料

野生山菜及び野生きのこに含まれる放射性物質検査を実施した(75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派遣し、相談員等のレベルアップを図った
（25人）

・委託料
・賃金、共済費
・看板印刷料、新聞広告掲載料
・委託料
・補助金

・消費者教育教育推進専門員を配置し、教員向け啓発セミナーの実施
（4回）と先進事例調査（3回）、訪問活動（124ヵ所）を実施した
・知的障がい者金銭管理支援研究会（7回）、精神障がい者及び発達
障がい者金銭管理支援研究会（7回）、特別支援学校金銭管理指導改
善研究会（7回）を開催し、報告書を作成した

・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、107
件）した
・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（4
回）、新聞広告を活用した情報提供（7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（918回）
・首都圏の量販店において、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（18市町村、12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

事業強化・機能強化の成果

レベルアップ講座を実施し、相談員等のレベルアップを図った（173人）

・報酬、共済費、講師等謝金、旅費、食糧費
・委託料

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）

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）

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）

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

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）

・旅費、高速道路使用料
・広域圏毎に担当職員及び相談員を設置し、市町村訪問（14ヵ所）によ
り支援を行った。

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）



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）

65,926

75盛岡市

実績

人

人日人日

人

80,459

盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田
市、釜石市、八幡平市、奥州市、葛巻町、紫波町、矢巾町、西和
賀町、金ヶ崎町、住田町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野
田村、九戸村

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、金ヶ崎町

盛岡市、宮古市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、八
幡平市、奥州市、金ヶ崎町、平泉町、山田町、岩泉町、洋野町

参加者数

人

自治体参加型
参加希望者数

5,213

85,465

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

110

年間研修総日数

交付金相
当分対象
経費計

事業経費

100

2,145

75

3,191

39,820

2,219

54,947

宮古市

事業経費

20,521

9999

年間研修総日数

人

76

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

22,877

2,243 2,117

76

事業名

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

3,379

40,248

19,825

53,762

20,998
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

3,134⑦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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

盛岡市、花巻市、一関市、奥州市

人日年間研修総日数

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 65,499

研修参加・受入要望 研修参加・受入

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）



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20回参加）に対応した。
宮古市）消費生活相談員2名及び担当職員1名を延べ22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。
花巻市）常勤職員は、消費生活センターの運営（維持）に係る専門的な知識及び技術を習得するための研修に参加、非常勤職員（相談員）は、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に参加した。
北上市）国民生活センター主催研修会（7回）、県民生活センター主催研修会（20回）、その他研修会（2回）へ参加した。
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（出張旅費及び研修受講料）に対応した。
釜石市）消費生活相談員等の研修参加を支援し、相談対応スキルが向上した。
八幡平市）消費者行政職員研修（東京）、全国消費者フォーラム（東京）へ参加した。
奥州市）国民・県民生活センターの専門研修等に参加して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。
金ヶ崎町）県主催の生活相談事例研究会等への研修参加支援（旅費の支給）を行った。
平泉町）研修会に参加し、幅広く最新の消費者行政情報に触れることで、消費者行政担当事務職員の知識向上及び意識啓発に繋がり、消費者行政業務（出前
講座の開催、相談対応）に活用を図っている。
山田町）消費者行政担当職員のスキルアップを図るため、研修費用を支援することができた。
岩泉町）消費者行政担当職員のスキルアップを図るため、研修費用を支援した。
洋野町）消費生活相談員行政職員等研修講座を受講した。

盛岡市）講師を招聘し、相談員研修会（1回）を開催した。

事業・機能強化の成果の概要

⑧消費生活相談体制整備事業

盛岡市）広域市町村での相談対応に伴う相談員（1名）の雇用分の報酬及び社会保険料に対応した。
大船渡市）集中育成期間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）消費生活相談員を設置した。
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）久慈広域市町村の相談業務体制を整えるため、H23年度から継続して相談員3名を任用した。
遠野市）消費生活相談員の人件費確保により、2名任用することができた。
一関市）平成23年4月消費生活センターを平泉町（及び旧藤沢町）の委託を受けて開設。常に専門の相談員が相談に対応できるよう勤務時間
を調整し、週5回、８：３０～１７：１５の相談体制を構築するため、消費生活相談員（非常勤特別職）を一関及び千厩相談員2名ずつ計4名を配置
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3名により、二戸管内住民の消費生活に関する相談を受け付けた。また、PIO-NETへの迅速な入力が行えた。
八幡平市）PIO-NET入力及び相談窓口強化のための相談員（1名）を配置した。
奥州市）実質0.6名の消費生活相談員1名の勤務時間を拡大して1.0名とし、PIO-NETの入力、増加する消費生活に係る多種多様な相談に対
応することができた。
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。
金ヶ崎町）苦情相談における積極的あっせんを行い、強化を図るため、平成23年度から新たに非常勤の相談員を1名配置した。

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）

盛岡市）食品に含まれる放射性物質の検査を実施した（1,317検体を測定検査）。
花巻市）食品等の放射性物質検査等を実施した。
一関市）消費者庁より貸与された放射性物質検査機器による放射性物質検査を実施した。
奥州市）測定機器1台を加え、放射性物質の検査に使用する消耗品を購入するとともに、測定機器の保守点検を行って順調に食品の検査を行
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）

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）

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）関係市町村公的機関等に、消費者トラブルを抱えた住民向けの消費生活センター利用案内資料を配置した。また、新たな課題に対応できる参考図書を
備えた。



10．今年度の基金取崩し実績額

　

　

交付金相当分

うち管内の市町村の基金計

2

千円

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）

65,499

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、啓発及び消費者教育のための消耗品費、広域市町村での消費者講座・出張
相談会の実施（職員延べ12回、相談員述べ8回）、食品等に含まれる放射性物質の検査を実施するため4人雇用。
宮古市）高齢者と若者を対象とする悪質商法被害防止資料を作成した。また、消費者教育に関する講座を開催し消費者被害の未然防止を
図った。
花巻市）消費生活センターにおける相談機能の一部としての弁護士法律無料相談会を開催、消費生活に係るセミナーを開催、消費生活に係る
啓発資料作成等、啓発用タペストリー作成等、食品等の放射性物質検査等を実施した。
北上市）消費者教育のためリーフレットを2種類購入し小学5年と中学2年に配付。リーフレット、チラシ4種を自作し行政区毎に回覧。センターPR
チラシを自作し社協・民生委員等に配付した。
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、消費相談窓口の住民周知を図った。
一関市）消費者教育教材及び消費者教育用参考図書を出前講座等で活用し、消費者の問題解決力を図った。また、弁護士無料相談を月1
回、年12回開催した。
陸前高田市）弁護士が市役所や仮設住宅に出向いて相談を受けることで、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。
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た。啓発用チラシを作成し、注意喚起を行った。
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することによって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、広く啓発を行うことができた。
葛巻町）安全な消費生活を推進するパンフレットを作成し、全戸配布したことにより高齢者等の電話や訪問による消費トラブルを未然に防ぐこと
に役立った。
紫波町）これから社会に出ていく新成人が消費者トラブルの現状について知り、被害を防止する対策を学ぶことができた。また、被害にあったと
きの対処法についても学び、相談窓口を周知する機会になった。
矢巾町）住民への消費生活情報普及啓発のための回覧板を57部購入した。
西和賀町）住民に対し守秘者行政に関する正しい知識を広く周知するため広報用チラシを購入・配付し啓発を行った。
金ヶ崎町）消費者被害防止リーフレットを購入及び作成し、全戸配布を3回行い消費者啓発を図った。
住田町）町民一般消費者への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チラシを配布し、消費者行政の活性化を図った。
山田町）悪質商法被害防止のため、ティッシュ用カードを作成し、住民に配付し啓発を図ることができた。
岩泉町）高齢者の消費者問題解決のための啓発資材を老人福祉大会で配付。同内容を本庁町民室、各支所窓口に配架し啓発を行った。
田野畑村）村民の消費者被害を未然に防ぐための啓発パンフレットを1,250部作成し、全世帯へ配布し啓発に努めた。
普代村）高齢者の消費者トラブル防止・啓発のため、リーフレットを購入し全世帯に配付した。
野田村）消費生活に関する啓発活動のための回覧板を作成し、啓発活動に努めた。
九戸村）消費者教育を図るため、地域又は九戸存立九戸中学校全校生徒に対してパンフレット等の配付を行い、啓発に努めた。

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）

132,642

67,143 千円

うち都道府県の基金

うち管内の市町村合計

うち都道府県

2

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

126,406

人

人

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 259,048

千円163,136

千円

千円うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

131,505

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

うち都道府県

千円

うち都道府県

人

人

千円

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定） 0

千円

うち管内市町村

人

45.1 ％

％

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 ％

うち管内市町村

千円

79,794 千円

132,642

294,641

126,406

うち都道府県 59.0

51.2

160,656

うち交付金相当分取崩対象経費

①都道府県の消費者行政決算見込み額 113,755

-10,507 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

前年度 今年度

千円

千円

-15,363

-20,230 千円

67,143 千円

133,985

千円145,293

千円

57,119

-5,099

対前年度差

-9,723 千円

千円

0

千円

千円

千円

-

千円

-15,622 千円

-

-

千円0

OK

-

0.45

5,408

千円

-30,494

0

--13,553

-

-千円

うち都道府県

千円 0 千円

千円

-

0.51

-35,593 千円

千円

千円

-20,771

千円53,176

千円

OK千円

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外経費

千円

42,407

千円86,270

千円千円

千円

76,866 0.59

-

千円

千円

千円

-2,069

対平成２０年度差 チェック項目

-

平成２０年度

42,407 千円

46,612

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

うち交付金相当分取崩対象の常勤職員の時間外勤務手当

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

71,348

4,205

92,117

千円

53,981 千円

千円

40,428

2,069

56,050

40,428

65,499

74,386 79,794

千円

千円

95,583 千円 30,823

26,618

千円

千円

46,612

千円

千円 千円

千円

千円

千円 163,465

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） -                              

132,642                     

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

消費生活相談員の配置 人相談員総数 7人 今年度末実績

千円

2                              千円

49,514                       

相談員総数 7

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

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

前年度末 相談員総数 7 人

相談員総数前年度末 人 今年度末実績

前年度末 相談員総数

今年度末実績 相談員総数 7

相談員総数

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

人

人

相談員総数

今年度の基金取崩し額（積み増し相当分） 2                              千円

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

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）

千円

82                             

今年度の基金上積額（交付金相当分） 118,322                     

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） 63,752                       

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）

①報酬の向上

④その他

処遇改善の取組

③就労環境の向上

実施市町村及び具体的内容

人

今年度末実績 相談員総数 7うち常勤職員の相談員 前年度末 相談員総数

人

前年度末

②研修参加支援

花巻市）平成25年4月1日より、通勤距離に応じ報酬を割増支給（上限8,100円/月額）。
久慈市）平成26年7月より通勤割増報酬を支給した。
釜石市）臨時職員1名を非常勤職員（日額賃金を月額報酬、半年更新を1年更新に変更）とした。

盛岡市）研修参加機会の増回。延べ20回増。
宮古市）各種研修会に消費生活相談員等を参加させて、知識技能の習得と資質向上を図った。
大船渡市）各種研修受講により、相談技術の研鑽を積み、知識の向上が図られた。
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に参加（参加率100％）。
北上市）全国規模の研修会に全相談員を必ず1回参加させた。
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の支援を行った（出張旅費及び研修受講料）。
釜石市）消費生活相談員等の研修参加費用を支援した。
二戸市）相談員の研修参加のための費用を支援した。
八幡平市）知識技能の習得のための研修参加に支援した。
奥州市）国民生活センター等主催の研修を受講して相談対応能力の向上を図った。
雫石町）県民生活センター等が行う研修に、でき得る限り出席する態勢をとった。
金ヶ崎町）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。

人

うち非常勤の相談員

44前年度末 相談員総数 45 今年度末実績 相談員総数

11 人

相談員総数 33 人 今年度末実績 相談員総数 36 人

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 相談員総数 1



【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） 72,381

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 16,095

　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 30,412

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 25,874

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 56,311

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 835

　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 30,412

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 25,064

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 16,070

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 15,260

　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

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 810

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

消費生活相談機能整備・強化事業
（食品放射性物質検査強化事業） 1 1

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（検査作業員人件費分を
除く）

274

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
（食品放射性物質検査強化事業）

1 6
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（検査作業員人件費分） 561

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
（食と信頼確保向上対策事業）

3 6
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
及び新聞広告を活用した情報提供を実施 2,986

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

30,412

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
（いわて農林水産物消費者理解増進
対策事業費補助）

3 6

首都圏の量販店において、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必要な経費を交付 22,078

計 56,311

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検査の実施 531 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検査の実施 7,627 盛岡市

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検査の実施 725 花巻市

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検査の実施 5,516 花巻市

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 351 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消耗品購入、保守点検 510 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 3 6 仮設住宅における無料弁護士法律相談の開催 810 陸前高田市

計 16,070

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。
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