
市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

4,000            消費生活相談窓口の機能強化

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 4,000                

-

市民等意識調査の実施

15,226           

2,155            

041009

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

都道府県名 宮城県 市町村名 仙台市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 事業の概要 事業経費

消費者教育・啓発の強化

相談員１名増員

1,182            

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

高齢者の消費者トラブル見守り事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

- 14,670              

5,663            相談コーナー改修・消費生活業務ＰＲ

2,226            1,670                平成２１年４月１日から増員

2,155                見守りガイドブック・撃退シールの印刷、セミナー講師謝礼

リーフレット作成1,182                

相談ブース用仕切りパネル設置・相談電話機拡充・センター窓口ＰＲ

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21

5,663                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

事業名 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

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（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）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

市内全域で拡大して実施するにあたり、ガイドブック・悪質商法撃退シールを作成して、民生委員・ヘルパー・ケアマネージャー等に配布
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１０名

ＰＩＯ－ＮＥＴへの即日情報入力や相談窓口の一元化等により見込まれる相談増加対応のため、相談員を１名増員する

（強化）

モデル地区での高齢者見守り事業の実施

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

相談コーナーが簡易な仕切りで、センターのＰＲも特にしていない

（強化） 相談ブースに仕切りパネルの設置、ヘッドホンマイクの購入、啓発用備品の購入、ラジオ放送やバスの車内側吊りによるセンター業務のＰＲ実施

リーフレットをセンターで作成し、コピー機対応で各区役所の窓口や民生委員等に配布

多重債務や若者対象の啓発リーフレットを購入・作成し配布する

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

37,740         千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,670         千円

平成21年度の消費者行政予算 52,410           千円

平成20年度の消費者行政予算 41,041           千円

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      1,080          

-3,301         

実施形態 研修参加・受入要望

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人時間／年 1,670              

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

千円

対象人員数

なし

仙台市消費生活基本計画を反映した相談窓口の充実・強化のために、市民等アンケートの実施

年間研修総日数 人日

年間実地研修受入総日数

（既存）

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員が年１回、国民生活センターでの研修に参加できるよう旅費･研修費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 11    うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 10    人 平成21年度末予定

相談員総数 11    人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 10    人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

3,080            

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 -

828               

3,080                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員の増員（１名・７月採用） 828                   報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 751               751                   
・「消費者ﾎｯﾄﾗｲﾝ」と消費者被害防止啓発ﾁﾗｼの作成
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成委託料、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸ購入費

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

212               

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士を招聘したOJT実施 112               112                   講師謝礼

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） 国民生活センター等が主催する相談員研修 212                   旅費・受講料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） ・庁舎内相談コーナー整備事業 1,177            1,177                ・パソコン4台、ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、ﾊﾟｿｺﾝﾗｯｸ5台、カラープリンター等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

21 年度都道府県名 宮城県

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名 石巻市 自治体コード 42021

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員４名

（強化） ・消費者庁創設等に伴い、増大する業務を円滑に実施するため、相談員を１名増員する。

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
・新たに設置される「消費者ホットライン」の周知と消費者被害防止用のチラシを作成し、市内全世帯に配布する。
・消費者被害防止の注意喚起などを行うこととし、ホームページを作成する。また、庁舎内にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾗｯｸを設置し、各種情報提供を行
う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）
（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）
（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 弁護士を講師に職場内研修会を年4回実施し、法の解釈や事例研究、情報交換を行う。

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）
（既存） 県外で実施される資格取得や専門研修などについては、相談員の自費により参加。

（強化） 国民生活センターの研修に相談員3名、県内研修に相談員4名参加できるよう旅費等を支援する。

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 相談業務用備品類が不足

（強化） 備品類を整備し、相談執務環境を強化する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）
（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）
（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）
（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 5      うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 4      人 平成21年度末予定

相談員総数 5      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,871          千円 千円

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 4      人 平成21年度末予定

千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 7,951            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

93               前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,080          

1      648             人時間／年 828                

平成20年度の消費者行政予算 4,778            

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

基金を活用し、国民生活センターや県内外での研修に参加できるよう支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）
･相談室等の改善改修をする。
･事務用機器を購入する。

1,720 1,720 ・消費生活相談窓口の改修
・事務用機器等の追加配備

事業名

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,594            2,594                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業
相談員の拡充（9月に本吉町と合併したことから、相談員1
人を編入し、相談時間を週15.75時間拡充）

332 332 ・報酬・共済費（雇用保険料）

⑬消費者教育・啓発活性化事業 ･冊子を配布する。 402 402 ・【暮らしの豆知識】配布

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 国・県等が実施する研修への参加 140 140 旅費等　　　　

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名 気仙沼市 自治体コード 42056



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存） 2ヶ所の相談室のうち、1ヶ所は手狭で特に冬期は暖房器具を置くスペースもとれず、相談環境が良くない。また、備品類も不足。

（強化）
エアコンを設置し、暖房効率を良くするため、外壁の断熱工事を行う。また、十分でない相談員の机、イス等を整備し、相談者及び相談
員に配慮した環境改善を行う。

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員２名

（強化） 相談員の拡充（9月に本吉町と合併したことから、相談員1人を編入し、相談時間を週15.75時間拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害未然防止を図るため、冊子を購入し、新成人、相談者へ配布する。また、銀行の待合室に置いてもらうなど、啓発を図る

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県内の研修に予算の範囲内の参加

（強化） 相談員等消費者行政担当者の県内・県外の研修参加の旅費・負担金を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,946          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,594          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 5,540            千円

人時間／年 332                

平成20年度の消費者行政予算 2,606            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

340             

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

1      441             

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・負担金を支援及び人員増による参加支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

3      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

1,769            

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,769                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,410            1,410                各戸配布パンフレット作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

25                 

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の県内での研修への参加支援（１名） 25                    旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口を拡充し相談事業を強化 334               334                   事務用機器の設置、執務参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

21 年度都道府県名 宮城県

②消費生活センター機能強化事業（増設）

市町村名 白石市 自治体コード 42064

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 新たに各戸配布用に悪徳商法被害防止のパンフレットを作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修に相談員１名を月１回年１２回できるよう旅費を支給

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 相談窓口の機能強化のためパソコン、プリインター等を整備。また、庁内消費生活相談情報掲示板を設置。執務参考図書の購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,048          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

千円

平成21年度の消費者行政予算 2,817            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

-130           

1,769          千円うち基金（交付金相当分）対象経費

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,178            

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県開催の研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 1      人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,731            1,668                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,058            1,000                消費者教育・啓発用小冊子作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業 食品表示・安全に関する消費者への啓発 500               500                   消費者啓発用ガイドブック作成

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の国民生活センター等が開催する研修会への参加（２名） 118               118                   旅費、負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談窓口機能強化 55                 50                    執務参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名 名取市 自治体コード 042072



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存） なし

（強化） 食品表示・安全に関するガイドブックを作成。出前講座等において啓発

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 契約トラブル防止パンフレット等作成

（強化） 新たに悪徳商法等被害防止のための小冊子を作成。出前講座等において啓発

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が開催する研修会への相談員参加を支援（２名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 特定商取引等に関する解説書を購入し、相談業務に活用する。

（強化） 消費生活相談員の相談業務に活用するための消費者六法等購入し、相談窓口の強化を図る。

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,114          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,668          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 6,782            千円

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 5,231            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

-117           

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修会参加のための旅費・負担金支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

2      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 2      人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 2      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,086            1,086                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 臨時職員2名の配置 696               696                   賃金

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 118               118                   消費者保護啓発パンフレットの作成

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の研修への参加支援（3名） 272               272                   旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

4208

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名 事業の概要 事業経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名 角田市 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名

（強化） 一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加への対応及び消費者教育・啓発を強化するため臨時職員を2名配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者保護啓発パンフレットの作成

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 県開催の研修には、相談員の自費により参加

（強化） 国民生活センターの研修に参加できるよう旅費を支援

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,164          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,086          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 2,250            千円

人時間／年 696                

平成20年度の消費者行政予算 1,173            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

-9               

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

2      840             

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

2      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,122            2,610                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談員１名増員 2,059            1,547                報酬、社会保険料

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 128               128                   啓発用チラシの購入・作成、啓発ビデオ等の購入

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 担当職員、相談員の県内・県外研修への参加支援 149               149                   旅費、負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口機能の強化 786               786                   設備備品・事務用機器の設置、執務参考図書の購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名 多賀城市 自治体コード ０４２０９９



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加に対応するため、相談員を１名増員する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 市内開催各種イベント等での悪徳商法等被害防止のための啓発用チラシ・ビデオ等の購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 職員・相談員の研修は県内研修の参加に留まっている。

（強化） 相談員等消費者行政担当者の県外研修への参加旅費・負担金を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 相談場室内の備品類不足。

（強化） 相談場所への仕切りパネル設置等什器類、事務用機器類を整備し、相談体制を強化する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,965          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,610          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 5,575            千円

人時間／年 1,547              

平成20年度の消費者行政予算 2,391            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

574             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

1      1,080          

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費・負担金を支援

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

2      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 21 年度

事務用機器等の増設356                   

286                   相談員（1名）報酬　（週2日から週3日へ増）381               

356               相談窓口の機能強化

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

- 642                   

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

相談窓口開設日数の拡大(平成21年から週3回へ増）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 宮城県 市町村名 岩沼市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

042111

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 737               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（既存）

（強化）

相談業務に必要な備品等（パソコン、プリンター、執務参考図書）を整備し、相談体制を強化する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

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）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員１名

一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加に対応するため相談窓口開設日数を週2日から週３日へ拡大

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
備品類、執務参考図書が不十分

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 642             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 1,801            千円

追加的総費用

1      216             人時間／年 286                

平成20年度の消費者行政予算 1,065            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

（既存）

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

（強化）

人日

94               千円 前年度差1,159          うち基金（交付金相当分）対象外経費



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ パソコン等整備や参考資料整備により就労環境を強化する

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

登米市 自治体コード

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 537               350                   事務用機器の整備、執務参考図書の購入

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） 専門家による講習会を実施し、相談業務のレベルアップを図る 160               160                   謝金

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） 消費者行政担当者の研修への参加支援 556               556                   旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための各種教育・啓発事業 1,786            1,786                啓発用パンフレット、リーフレット、グッズの作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,039            2,852                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 備品類、執務参考図書が不十分。

（強化） 相談業務に必要な備品等（パソコン・パンフレットスタンド・執務参考図書等）を整備し、相談体制を強化する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 専門家による講習会を実施し、相談業務のレベルアップを図る

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）
（既存） 研修は相談員の自費により参加。

（強化） 県内、県外研修に参加できるように旅費・負担金を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。啓発用リーフレットを自前で作成

（強化） 消費者被害防止啓発用としてリーフレットやグッズを作成し、市民の消費生活に関する意識の高揚を図る

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,039          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,688          千円 前年度差 千円

平成21年度の消費者行政予算 7,727            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

平成20年度の消費者行政予算 4,531            

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

157             

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 平成２１年度から通勤手当を支給する

④その他

②研修参加支援 ○

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 3      うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定

相談員総数 3      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

東松島市 自治体コード 42145

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 庁舎内相談コーナー設置工事、相談員パソコン購入 912               909                   間仕切壁設置工事、相談コーナー什器、パソコン一式

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）

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） 国民生活センター研修参加支援 75                 74                    旅費、負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 987               983                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 専用の相談場所がない

（強化） 相談場所の確保

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県開催の研修に参加

（強化） 国民生活センター開催の研修に参加できるよう旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 816             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 983             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,799            千円

平成20年度の消費者行政予算 803               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

前年度差 千円13               

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

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 研修参加のための旅費を支援する。

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 相談処理の円滑化，事務機能の整備 1,165            1,165                

大崎市 自治体コード 42153

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事務用機器の設置，直通電話回線増設，聴取用機器設置，書籍購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

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） 相談員・職員の研修への参加支援 178               131                   研修旅費，受講負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 消費生活アドバイザー（弁護士）の配置 315               315                   弁護士謝金

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 啓発の強化 1,601            1,569                パンフレット作成，市民講座講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 多重債務者生活支援 223               223                   簡易家計簿作成，家計費計算ソフト

合計 - 3,482            3,403                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事務用機器の整備，直通電話回線（送受信）増設，聴取用機器の整備，執務参考図書の整備

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名 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

（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存） 受信専用回線のみ既設

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 相談員１名分の研修旅費及び受講負担金のみ

（強化） 相談員２名分・職員１名分の研修旅費及び受講負担金を追加

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

（強化） 弁護士による消費生活相談アドバイザーの配置

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 市民講座を本庁で開催

（強化） 市民講座を本庁以外でも開催及び啓発用パンフレットを作成

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-1               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,403          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 10,411           千円

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 7,009            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 多重債務者用簡易家計簿作成，家計費計算ソフトの新設

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,008          千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費等を支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数 3      人

人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 3      人 平成21年度末予定 相談員総数 3      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 3      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

自治体コード 301 平成 21 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 宮城県 市町村名 蔵王町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口設置、機能強化、事務用機器類整備 172               172                   事務用機器整備、執務参考図書の購入

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）

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） 消費生活相談員の研修参加を支援 11                 9                      旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 新規相談員設置（1名、10月任用予定） 414               414                   報酬

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 597               595                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 担当課職員が相談受付。事務用機器類、執務参考図書が不十分

（強化） 相談業務に必要な備品等（パソコン，執務参考図書等）を整備し、相談窓口の機能強化を図る

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の研修参加旅費を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 新規相談員設置（1名10月任用予定）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      576             人時間／年 414                

平成20年度の消費者行政予算 25                 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 615             千円

平成21年度の消費者行政予算 615               千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 -25             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 平成21年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 - 人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -

相談員数 - 人 平成21年度末予定

人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人

相談員数 - 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末

④その他

②研修参加支援 研修参加のための旅費を支援する

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

大河原町 自治体コード 43214

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談の機能拡充 360               360                   什器類・事務用機器の整備、執務参考図書の購入

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）

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） 消費生活相談員等の研修への参加支援 20                 15                    旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 412               404                   パンフレットの作成、DVD等の購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 792               779                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 備品類、執務参考図書が不十分。

（強化） 相談業務に必要な備品等（机、イス、パソコン、執務参考図書等）を整備し、相談体制の強化を図る。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 限られた研修会のみ参加。

（強化） 多岐に亘る研修会への参加旅費を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし。

（強化） 町民向けパンフレットの作成。消費者被害防止のための啓発用DVD等購入

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 815             千円 前年度差 千円6                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 779             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,594            千円

平成20年度の消費者行政予算 809               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

活性化基金活用による研修旅費の増額

③就労環境の向上 ○ 活性化基金活用による事務用機器等の整備

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 1      うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

村田町 自治体コード 43222

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の強化 628               628                   事務用品、事務用機器の設置、執務参考図書の購入

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）

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） 消費者行政担当者の県内での研修への参加支援 79                 79                    旅費・負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発、老人クラブ等での講座など 482               482                   防犯シールステッカー、チラシ作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の新規配置（Ｈ２１．７） 725               725                   報酬、共済費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,914            1,914                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 備品類、執務参考図書が不十分。

（強化） 相談業務に必要な備品等（パソコン、プリンター、執務参考図書等）を整備し、相談窓口を強化する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） なし。

（強化） 県開催などの研修に参加できるよう旅費・負担金を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 毎月町の広報誌に消費生活に関する記事を掲載。

（強化） 消費者被害の防止を強化するためステッカーやチラシ等を作成し、全戸に配布する。また、老人クラブ等で講座を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 担当課職員が相談受付

（強化） 専任の相談員をＨ２１．７から１名配置

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,914          千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 58               千円 前年度差 -9               

平成21年度の消費者行政予算 1,972            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      648             人時間／年 725                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

千円

平成20年度の消費者行政予算 67                 

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 県内での研修への参加支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

人 平成21年度末予定 相談員総数 1      人消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成都道府県名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

宮城県 市町村名 柴田町

事業名

21 年度自治体コード 43231

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 456               456                   相談窓口の機能強化をはかるため事務用機器の整備

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）

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） 相談員・担当職員の研修への参加支援 120               96                    研修旅費等

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 270               270                   啓発冊子の配布

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談員・専門家合同による休日相談会の開催 40                 40                    講師謝金

合計 - 886               862                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 備品類が不十分

（強化） 相談業務に必要な事務用機器（パソコン、パンフレットスタンド、プロジェクター等）を整備する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県内研修のみ旅費の支援

（強化） 県外の研修に参加できるよう、旅費・負担金を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 高齢者・若者・子育て中の親等対象者別に啓発冊子の配布。啓発講座の開催

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

57               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 862             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

平成21年度の消費者行政予算 1,957            千円

追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 1,038            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 勤労者の消費生活相談に対応するため、休日相談会を開催。専門家と相談員が相談に応じる。

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,095          千円 前年度差



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 県外研修参加の支援

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 月額報酬５％向上

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

相談員数 1      人

人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 1      

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

-

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

亘理町 自治体コード 043613

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化 337               337                   相談室の改装、案内板設置、参考図書の購入

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）

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） 消費者行政担当者の県内での研修への参加支援 20                 20                    旅費

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止の啓発、チラシ作製、(出前講座・消費者大学),相談を担う人材の育成講座 485               485                   チラシ、パネル作製、講師謝金及び交通費

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 相談日の拡大(既存相談員の勤務日数間増日) 693               693                   相談日の増加による報酬の増額、社会保険料等

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士による無料相談の開設 90                 90                    弁護士謝金及び交通費

合計 1,625            1,625                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 案内板がなく、相談室も簡易な目隠しである。ビデオを流す機材がなく、講座開催ごとに借用している。

（強化） 消費生活相談室の改修及び案内板の設置、事務機材類の整備、参考図書の購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 相談員になったばかりなので、相談員の県内の研修は、いままで数回だけである。

（強化） 消費者行政担当者の県内での研修へ参加支援を増強する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活講座「消費者大学」の開催(年4回実施）

（強化）
地域住民向けの出前講座を開催し、悪徳商法被害防止並びに多重債務整理等について啓発の強化を行う。また，相談を担う人材の育
成講座開催（婦人会及び民生委員の団体を対象）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 現在、相談日は3日である。

（強化） 消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施するため、相談日を3日から5日へ拡充

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,148          千円 前年度差 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,625          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,773            千円

平成20年度の消費者行政予算 1,174            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      432             人時間／年 693                

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士による無料法律相談の開催

実施形態 研修参加・受入要望

人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

-26             

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費

③就労環境の向上

人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

1      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

503               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 -

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

43621

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

都道府県名 宮城県 市町村名 山元町 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

消費生活相談員・担当職員の研修への参加支援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消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑭商品テスト強化事業

消費者被害防止のための啓発 90                 

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

- 489                   

53                 

360               相談窓口の機能強化

被害防止啓発パンフレットの作成90                    

事務用機器の整備360                   

平成 21

39                    参加負担金、旅費

年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

啓発パンフレット等の作成事業はナシ。

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費生活相談窓口での相談受付中であっても、事務室に戻り、他業務用のインターネット接続パソコンを使用して検索。

（強化）

相談員に対し予算の範囲内（年１回程度）での研修参加支援

（強化） 相談員及び消費者行政担当職員のレベルアップのため，研修参加機会を増やし，参加支援を行う。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

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）
（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（既存）

（強化）

消費生活相談窓口にインターネット接続パソコンを設置し、相談を受けながら最新の情報を取得し、相談者へ対応する。

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

（強化）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

消費者被害未然防止のための啓発パンフレットを作成。

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-10             千円 前年度差736             うち基金（交付金相当分）対象外経費

人日

（強化）

人

人日

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

（既存）

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 746               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

平成21年度の消費者行政予算 1,225            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 489             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 1      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

平成 21 年度都道府県名 宮城県 市町村名 大衡村 自治体コード 044245

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活に係る相談機能強化 7 7 執務参考図書の購入

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）

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消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 360 360 住民向けパンフレットの作成

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

- 367               367                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計

対象経費

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

相談業務に必要な知識や手続き等の能力向上，住民向けのPR強化の為，購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 執務参考図書が不十分

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

消費者被害未然防止パンフレットを作成し，全戸に配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

事業名 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

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数

-                

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成21年度の消費者行政予算 367               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 367             千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 前年度差 千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

平成21年度末予定 相談員総数消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 -      人 -      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

人 平成21年度末予定 相談員数 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

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,111            2,099                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 勤務日数を週3日から5日に拡大するため、相談員を1名増員する 244               244                   報酬

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の研修参加支援 26                 16                    旅費　

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談体制の強化、消費者行政専用車両の配備 1,841            1,839                備品等購入、公用車購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

美里町 自治体コード 45055

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21

③消費生活センター機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 既存消費生活相談員　週3日勤務相談員　1人

（強化） 相談件数の増加に対応するため相談員の増員をする。週3日勤務相談員　1人追加（平成２２年１月任用予定）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 既存消費生活相談員に対し予算の範囲内で研修旅費を支援（年１回程度）

（強化） 相談員のレベルアップのため研修参加機会の増強を行い旅費を支援する

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 既存消費生活相談員１名体制（週3日勤務）、消費生活出前講座（年３回程度）や相談員研修用務等の際は他課所有車両を借用している

（強化）
週3日勤務の消費生活相談員を配置し、相談窓口を週５日に拡大することにより，相談・啓発業務を強化するため，業務に必要な備品
等（キャビネット，イス，スクリーン，レーザーポインターなど）を整備する。また，消費生活出前講座を各地区（３５地区）で実施するほか,
相談員研修用務や県消費生活センター用務事務連絡などに使用するため，消費者行政専用車両を整備する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 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



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 1,345            

前年度差

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      288             人時間／年 244                

千円

平成21年度の消費者行政予算 3,443            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,099          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,344          千円 -1               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 2      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定 相談員数 2      人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援 研修のための旅費を支援する。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 法律相談会の開催 210               210                   開催委託料

合計 - 325               325                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者大学（講演会）の開催 105               105                   講師謝礼

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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） 相談員の県内での研修の参加支援 10                 10                    旅費　

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

女川町 自治体コード 45811

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21

③消費生活センター機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため講演会を開催

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存） なし

（強化） 県主催の研修会に相談員を参加できるよう旅費を支援

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

事業名 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

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 専門知識を有する者を活用し高度な相談への対応強化のため法律相談の開催

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成20年度の消費者行政予算 954               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 325             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,287            千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 962             千円 前年度差 千円8                

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 1      人

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 人 平成21年度末予定 相談員数

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

人 平成21年度末予定 相談員数 人

人

相談員数 1      

④その他

②研修参加支援

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数

研修のための旅費を支援する。

③就労環境の向上

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

１．今年度に実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円） （単位：千円）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,600            2,600                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 648               648                   パンフ等作成，講師謝金，広告

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
消費生活相談の機能強化のため、事務機器の整備を行
う。消費者行政専用車両の配備

1,952            1,952                事務機器購入、公用車購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

年度都道府県名 宮城県 市町村名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

南三陸町 自治体コード 46060

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

平成 21

③消費生活センター機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） なし

（強化）
消費者被害未然防止を図るため、講演会の実施、啓発パンフレット等を作成し全戸に配布する。また、消費者トラブルの情報を提供し、
注意喚起するため、地元紙に広告を掲載する。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 事務機器が不足

（強化）
事務機器（パソコン，プリンター，プロジェクターなど）を整備し、相談体制を強化する。また、新たに実施する消費生活出前講座や相談
員等研修実施用務、県消費生活センター事務連絡等の用に供するため消費者行政専用車両を整備する。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名 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



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

-2               

平成20年度の消費者行政予算 633               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 631             千円 前年度差

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

実施形態 研修参加・受入要望

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（既存）

（強化）

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 3,231            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,600          千円

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -                  千円

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成20年度末 相談員総数 1      人 平成21年度末予定 相談員総数 人1      

うち常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 -      人 平成21年度末予定

うち非常勤職員の相談員 平成20年度末 相談員数 1      人 平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数 人-      

相談員数 -      人

相談員数 1      

③就労環境の向上

人

うち委託先職員等の相談員 平成20年度末 相談員数 -      

処遇改善の取組

人

具体的内容

①報酬の向上

④その他

②研修参加支援
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