
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 041009 平成 23 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 仙台市

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） 震災復旧・センター機器整備・センター業務ＰＲ 14,433           14,433              震災復旧工事・ｾﾝﾀｰ備品・各種媒体を利用した業務ＰＲ

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） 研修参加支援 720               541                  相談員研修参加旅費・負担金、相談員対象メンタルヘルス対策

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 多重債務対策・消費者教育推進 5,797            5,797                リーフレット購入・消費者教育用教材購入

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の増員・報酬の改定 6,412            6,412                増員分相談員の報酬・平成２２年度からの報酬改定分

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化） 高齢者の消費者トラブル見守り 577               577                  見守りガイドブックの印刷・支援者講師用備品

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） 消費者啓発パートナー事業・食品の放射性物質検査 8,602            2,224                クリヤーブック購入・パソコン購入・放射性物質検査機器購入

合計 - 36,541           29,984              -



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） 平成２１年度より、ｾﾝﾀｰ業務のPRを実施。

（強化） 引き続きセンター業務ＰＲの実施。更なる機能強化のための通話録音装置等の購入。

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） 一部相談員のみの参加。

（強化） 全員が一度は国民生活センター等の研修に参加できるようにする。相談員を対象としたメンタルヘルス対策の実施。

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） リーフレット等はセンターにおいてコピー対応。

（強化） リーフレットの購入。消費者教育用教材の購入及び小・中学校への配布。

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） 平成２０年度末で１０名体制。

（強化） 平成２１年度１名増員、平成２２年度さらに１名増員。平成２２年度から報酬の改定。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存） モデル地区での高齢者見守り事業の実施。

（強化） 市内全域に拡大しての見守り事業の継続に伴い、見守りガイドブックの増刷。



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 人時間／年

人

人 千円

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） なし。

（強化） 消費者啓発パートナー事業の実施・食品の放射性物質検査の実施。

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       2,880             

対象人員数
（報酬引上げ）

10     

対象人員数計 追加的総費用

12     6,412             



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 41,041           千円

平成22年度の消費者行政予算 54,124           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,079        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 39,045        千円

平成23年度の消費者行政予算 72,729           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 29,984        千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 6,412            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 42,745        千円 20年度差 1,704          千円 前年度差 3,700          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 12    人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 12    人

12    人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 12    人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ H22から相談員の報酬を増額。（152,200円/月→165,900円/月　13,700円増額）

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他 ○ 相談員向けのメンタルヘルス対策の実施。

②研修参加支援 ○ 前年度より継続して相談員が年１回国民生活センターの研修に参加できるよう支援

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）

自治体コード 42021 平成 23 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 石巻市

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） 相談業務環境整備の強化 17                17                    執務参考図書

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） 国民生活ｾﾝﾀｰ等が主催する相談員研修 386               386                  旅費・受講料

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士を講師にした職場内研修会の実施 100               100                  講師謝礼

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 消費者教育リーダー養成及び被害防止のための啓発 757               757                  ・ラジオ放送委託、新聞広告、パンフレット作成

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
相談員の増員（H22年度１名）
既存相談員の勤務日数及び勤務時間の拡大（2名）

2,970            2,970                
・報酬
・社保料、通勤手当

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 - 4,230            4,230                -



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） 相談業務環境の更なる強化を図るため、平成22年度は、スクリーン、プロジェクター、パーティション等を整備

（強化） 相談業務環境の更なる強化を図るため、執務参考図書を購入

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） 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） 国民生活センター等が主催する研修に相談員が参加できるよう旅費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） なし

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

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） ラジオ放送・新聞広告により注意喚起を行うなどの情報提供を積極的に行う。

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） 消費生活相談員４名

（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、平成22年4月から相談員を１名増員するとともに，消費者庁への情報を
迅速に行うためのＰＩＯ－ＮＥＴへの入力や消費者教育・出前講座などを積極的に開催するために、有資格相談員2名の勤務日数及
び勤務時間を拡大する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       2,970             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       2,970             



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 4,779            千円

平成22年度の消費者行政予算 11,421           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,899          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 4,522          千円

平成23年度の消費者行政予算 11,782           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,230          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,970            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,582          千円 20年度差 -197           千円 前年度差 60              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 6      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 5      人

5      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 6      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加費用について支援する。

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）

自治体コード 42056 平成 23 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 気仙沼市

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） 事務用機器等を購入する。 207               207                   事務用機器、消費生活関連参考図書等

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） 国民生活センター等が実施する研修への参加 1,041            1,041                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 啓発用冊子等を配布する。 1,244            1,244                冊子｢くらしの豆知識｣,回覧板等

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の拡充(相談員1人について、相談時間を週15.75時間拡充（Ｈ21年度から）568               568                   報酬･共済費等(雇用保険料）

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 - 3,060            3,060                -



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） 平成21・22年度において、相談室の改修や机、イス等整備し、相談業務環境を改善。

（強化） 相談業務環境の更なる強化を図るため、カード及び資料の整理用保管庫等や執務参考資料を購入。

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） 県内の研修に予算の範囲内の参加

（強化） 相談員及び消費者行政担当者の専門研修等参加旅費・負担金を支援

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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） 消費者被害未然防止を図るため、冊子を購入し、新成人・相談者等に配布する。

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） 相談員　2名

（強化） 相談員の拡充(相談員1人について、相談時間を週15.75時間を拡充）　　Ｈ２１年度～

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1      756                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      568                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 2,606            千円

平成22年度の消費者行政予算 5,740            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,593          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 3,147          千円

平成23年度の消費者行政予算 6,231            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,060          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 568               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,171          千円 20年度差 565            千円 前年度差 24              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

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



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 42064 平成 23 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 白石市

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） 相談窓口を拡充し、相談事業を強化する。 14                 14                    執務参考資料購入

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） 相談員のレベルアップ研修参加を支援（１名）する。 28                 28                    研修参加に必要な旅費、研修費

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
消費者啓発パネル（悪質商法全般）を作成し、各公民館
に掲示する

315               315                   パネル（A１版×１０枚）購入費

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

⑯一元的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） 食品表示・安全分野に係る消費者への啓発強化を図る。 1,652            1,652                啓発強化のための小冊子（パンフレット）購入費

合計 - 2,009            2,009                -



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） なし

（強化） 相談事業を強化するための執務参考資料（図書等）を購入する。

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） 相談員（１名）のレベルアップを図るため、研修参加に必要な旅費・研修費を支給する。

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） 消費者啓発パネル（悪質商法全般）を作成し、各公民館等（１０カ所）に掲示し、消費者被害の未然防止を図る。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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） なし

（強化） 食品表示・安全分野に係る消費者への啓発強化を図るため、全戸配布の小冊子（パンフレット）を作成する。

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,178            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,296            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,218          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,078          千円

平成23年度の消費者行政予算 2,988            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,009          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 979            千円 20年度差 -199           千円 前年度差 -99            千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

自治体コード 42072 平成 23 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 名取市

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） 相談窓口機能強化 208               203                  執務参考図書、事務用機器の購入

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） 相談員がレベルアップを図るための研修会等への参加（２名） 178               118                  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 4,233            4,014                消費者啓発用パネル、パンフレット作成

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

⑯一元的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 - 4,619            4,335                -



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） 消費者生活相談に関する判例集等を購入し、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執務参考図書、事務用機器を購入し相談窓口の強化を図る。

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） 市町村消費生活相談員連絡協議会が開催する研修会への相談員参加支援（２名）

（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支援（２名）

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） 契約トラブル防止パンフレット等作成

（強化） 消費者啓発用パネル、パンフレットを作成し消費者被害防止のための啓発活動を実施する。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 5,246            千円

平成22年度の消費者行政予算 8,497            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,381          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 5,116          千円

平成23年度の消費者行政予算 9,490            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,335          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,155          千円 20年度差 -91             千円 前年度差 39              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

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



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 4208 平成 23 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 角田市

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）

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） 相談員等の研修支援（3名） 306               306                  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 171               171                  消費者被害パンフレット作成

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 臨時職員１名の配置、相談員の増員 2,499            2,499                報酬、賃金、社会保険料

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 - 2,976            2,976                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

県主催の研修は相談員の自費による参加

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）

（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） 国民生活センター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） なし

（強化） 消費者保護啓発のパンフレットの作成

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） 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相談員１名増員、啓発担
当職員１名（臨時職員）を配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3       2,288             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

3       2,499             



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,173            千円

平成22年度の消費者行政予算 4,016            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,900          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,116          千円

平成23年度の消費者行政予算 4,118            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,976          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,499            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,142          千円 20年度差 -31             千円 前年度差 26              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 研修参加への旅費の支援

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）

自治体コード 42099 平成 23 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 多賀城市

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） センターの一層の機能強化を図る 37                37                    執務執行図書・相談室仕切パネルの購入

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） 担当職員・諸費生活相談員の県内県外研修参加支援 250               250                  旅費・参加負担金

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 616               616                  啓発用チラシ・啓発用品の購入

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員１名増員（平成２１年４月任用） 2,100            2,100                報酬、社会保険料、時間外手当

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 - 3,003            3,003                -



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） 平成２２年度において、相談業務等に活用するため消費者行政関連の参考図書を購入

（強化） 引き続き相談業務に活用する執務参考図書を購入するほか、相談業務環境改善のための相談室用仕切パネルを追加購入する

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） 既存の消費生活相談員（２名）に対し、県内県外の研修参加への旅費・負担金を支援
（強化） 引き続き消費者行政担当・相談員の県内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）

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） 若者・一般・高齢者向けのリーフレット等を購入し、出前講座・消費者大学・時にも配布した。また出前講座に使用するＤＶＤプレーヤーを整備

（強化） 庁内窓口や各種イベント・出前講座・消費者大学で配布する消費者被害防止のための啓発用チラシ・啓発用品等購入。

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） 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やＰＩＯ－ＮＥＴ入力業務等に対応するため相談員１名増員（平成２１年４月任用）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,440             ５日／週×４週×月×６時間／日×１２ヶ月＝１，４４０

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       2,100             



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 2,120            千円

平成22年度の消費者行政予算 5,479            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 2,479          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,336            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,003          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,333          千円 20年度差 213             千円 前年度差 -146           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人 一般職非常勤職員扱い

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23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 ○ 研修参加のための旅費・負担金を前年度に引き続き支援

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）

自治体コード 042111 平成 23 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 岩沼市

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）

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 市民啓発用チラシの作成 90                90                    チラシ印刷費

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談窓口開設日数の拡大（平成21年から週3日へ増） 381               381                  相談員（1名）報酬　（週2日から週3日へ増）

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 - 471               471                  -



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）

（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）

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） 相談窓口案内チラシを市内施設等に設置

（強化） 消費者トラブルに関するチラシを作成し、市民の啓発を図る

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） 相談員1名（週2日・H20まで）

（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窓口開設日数を週2日から週3日へ拡大（H21より）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       288             人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       381                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,065            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,403            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 381             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,022          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,403            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 471             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 381               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 932             千円 20年度差 -133           千円 前年度差 -90             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 県・国セン等主催による研修会へ参加できる環境を整備する。

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）

自治体コード 平成 23 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 登米市

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） 相談員の通勤手当支給 188               188                  通勤手当の支給

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

600               600                  相談業務のための専門家による助言・指導謝礼

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） 相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのための各種研修への参加支援 770               770                  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各種教育・啓発事業 1,742            1,742                

・コミュニティｆｍを活用した啓発事業
・フォローアップ事業
・リーダー養成講座
・出前講座
・各種啓発事業用パンフ作成他

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

⑯一元的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 - 3,300            3,300                -



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） 通勤手当がなかった

（強化） 通勤手当を支給

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 専門家(弁護士等）による講習会を実施し、相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

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） 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。

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）

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） 啓発用リーフレットを自前で作成。

（強化）
啓発事業用キャラクターの製作。キャラクターを活用した各種啓発事業の実施やﾘｰﾀﾞｰ養成講座、フォローアップ講座等啓発事業を
実施し市民の意識の高揚を図る。ｺﾐｭﾆﾃｨFMを活用し、市民に対し広く消費者行政の啓発を実施する。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 4,531            千円

平成22年度の消費者行政予算 8,178            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,300          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 4,878          千円

平成23年度の消費者行政予算 7,723            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,300          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 188               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,423          千円 20年度差 -108           千円 前年度差 -455           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

3      人

相談員数 3      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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 ○ 平成21年度から通勤手当を支給

うち委託等の相談員 平成22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

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）

自治体コード 42137 平成 23 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 栗原市

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）

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） 各種研修参加 128               128                   消費生活相談員養成講座（基礎コース）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 1,000            1,000                若者・高齢者向け被害未然防止対策リーフレットの作成

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 相談員の配置（2名） 4,496            4,496                報酬・通勤手当，社会保険料等（雇用主負担金），消耗品

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 - 5,624            5,624                -



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）

（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） なし。

（強化） 消費生活相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図る。

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） 若者・高齢者向けの消費者被害防止のためのリーフレットを作成し,住民に配布する。

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） なし。

（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２名新規に配置する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

2      2,784              

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2      4,496              



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成22年度の消費者行政予算 1,901            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,901          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

平成23年度の消費者行政予算 5,624            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,624          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 20年度差 5,624          千円 前年度差 3,723          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち常勤職員の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち非常勤職員の相談員 平成22年度末 相談員数 2      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22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

自治体コード 42145 平成 23 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 東松島市

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） 事務用品の整備 11                10                    相談用図書購入等

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） 研修に参加することにより相談内容の充実を図る 5                  4                      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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員１名の増員 504               504                  報酬（８ケ月分）

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 - 520               518                  -



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）

（強化） 相談内容の充実を図るため参考図書等の整備を行う

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） 県が主催する研修会に参加

（強化） 更なる専門知識を習得のため、県が主催する研修会に参加

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） 本庁舎に相談員１名を配置し月、水、金の3日間相談所開設

（強化） 鳴瀬総合支所に相談員１名を増員し火、木、金の３日間相談所開設

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       510                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       504                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 806               千円

平成22年度の消費者行政予算 882               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 13              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 869             千円

平成23年度の消費者行政予算 2,811            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 518             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 504               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,293          千円 20年度差 1,487          千円 前年度差 1,424          千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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

うち委託等の相談員 平成22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

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）

自治体コード 042153 平成 23 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 大崎市

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） 相談窓口案内看板作成，相談員用参考図書購入 107               107                  看板作成手数料，相談員用参考図書代

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・職員の研修参加支援 488               460                  研修旅費，研修負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業 弁護士アドバイザー研修実施 420               420                  弁護士アドバイザー謝礼

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員雇用 2,072            2,072                賃金，社会保険料（雇用主負担分）

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 - 3,087            3,059                -



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） 消費生活センターの案内看板が未設置であり，所在の表示が不明確だった。また，相談員が新たな情報を取得するための参考図書の購入を要する。

（強化） 案内看板を設置し，消費生活センターの所在を明確に表示する。また，参考図書を購入し相談員の知識を向上し，センターの一層の機能強化を図る。

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（３回分）及び職員（１回分）の研修参加支援を行なった。

（強化） 研修参加回数を増加（相談員分４回，職員分１回）し，研修参加支援を強化する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存） 弁護士アドバイザー研修を実施し，高度で専門的な案件への相談員の対応力を強化した。

（強化） 弁護士アドバイザー研修を継続実施し，相談員の高度で専門的な案件への対応力をさらに強化する。

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）

（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） 消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で増大する業務を円滑に実施するため，相談員を増員した。

（強化） 消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で増大する業務を円滑に実施するため，相談員の雇用を継続する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,680             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,072             



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 6,866            千円

平成22年度の消費者行政予算 10,652           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,508          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 7,144          千円

平成23年度の消費者行政予算 10,848           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,059          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,072            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,789          千円 20年度差 923             千円 前年度差 645             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 4      人

4      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加回数を相談員１人当たり１回増加し，研修参加支援を強化する。

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）

自治体コード 301 平成 23 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） 消費生活相談窓口の機能強化を行う。 6                  6                      参考図書

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研修参加機会の増強を行う。 40                36                    研修参加のための旅費、参加負担金

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，困った時の連絡先のシールを全戸配布 397               397                  消費者ホットライン周知シール全戸配布

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 新規相談員設置　（1名　H２１．10採用） 844               844                  報酬、雇用保険

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 - 1,287            1,283                -



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） 相談業務の参考図書を購入

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） なし

（強化） 消費生活相談員の研修参加機会の増強を行う。

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） 手作りのちらしで全戸配布。

（強化） 消費者啓発のため，消費者ホットライン周知シールを全戸配布。

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,176             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       844                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 1,269            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,267          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 2                千円

平成23年度の消費者行政予算 1,287            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,283          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4                千円 20年度差 4                千円 前年度差 2                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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

うち委託等の相談員 平成22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 ○ 雇用保険を加入する。



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 43214 平成 23 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 大河原町

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）

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 1,200            1,200                消費者被害未然防止に向けた啓発指導のため、町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

⑯一元的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 - 1,200            1,200                -



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）

（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）

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） Ｈ22年度において、全町民向け啓発用のパンフレットを作成。

（強化） さらなる啓発強化のため、全町民向け啓発用の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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 809               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,036            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,220          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成23年度の消費者行政予算 2,047            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 847             千円 20年度差 38              千円 前年度差 31              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

自治体コード 43222 平成 23 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 村田町

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） 消費生活に係る相談機能を拡充 202               202                  事務用品、事務用機器の配置、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 109               109                  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 517               517                  消費者被害防止のための啓発資料の作成（講座などの資料作成）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談員の配置（Ｈ２１年度～） 960               960                  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 - 1,788            1,788                -



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） Ｈ２２年度において、備品等（プロジェクター、スクリーン、執務参考図書等）整備。

（強化） 相談業務に必要な備品等（デジタルカメラ、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）

（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啓発資料（グッズ）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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       864                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       960                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 67                千円

平成22年度の消費者行政予算 2,286            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,241          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 45              千円

平成23年度の消費者行政予算 1,833            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,788          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 45              千円 20年度差 -22             千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

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）

自治体コード 43231 平成 23 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 柴田町

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） 消費者行政専用車両の購入・事務機材の整備 1,306            1,306                移動相談、出前講座のための専用車両。事務機材

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） 研修参加のための旅費、負担金を支援 156               156                  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 教育・啓発リーフレットの作成 224               224                  消費者教育、被害防止啓発パンフレット

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

⑯一元的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） 住民が消費する食品等の放射性物質検査体制整備 600               600                  間仕切りパネル・マリネリ容器の購入

合計 - 2,286            2,286                -



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） 平成２１年度において相談・啓発業務用パソコン、プロジェクターの整備、平成２２年度においては専用相談室を設置し備品等を整備した。

（強化）
出前講座の実施を拡充（月2回程度）するとともに支所、生涯学習センターにおいて移動相談を実施する。これらの業務や、相談員の
研修等のため消費者行政専用車両を整備する。また出前講座で使用する音響機器を整備する。

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） 国民生活センターで開催の消費生活相談員研修に年１回の参加支援

（強化） 消費生活相談員及び行政職員の更なるレベルアップのため研修参加機会を増強する。

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） 消費者被害防止のための訪問販売お断りステッカーを作成、全世帯へ配布

（強化） 若者及び高齢者向け消費者教育、啓発パンフレットを作成する

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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） 放射性物質検査体制未整備

（強化） 放射性物質検査機器の貸与をうけ、学校給食用食材・町内収穫の農産物などの放射線量を測定するため環境整備としてパネル等を購入する。

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

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,038            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,095            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,044          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,051          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,404            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,286          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,118          千円 20年度差 80              千円 前年度差 67              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22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

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）

自治体コード 43613 平成 23 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 亘理町

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） 相談業務の環境整備の強化 1,410            1,410                相談業務の環境整備、消費者行政専用車両購入、参考図書購入

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研修への参加支援 129               129                  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、チラシ作成、講座開催 1,722            1,722                啓発品、チラシ等作成、冊子「くらしの豆知識」配付

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

⑯一元的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増加） 933               933                  相談日の増加による報酬の増額、社会保険等

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）

合計 - 4,194            4,194                -



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） 支所等の窓口において、消費生活の啓発チラシを整理するラックを設置。相談室用の椅子・テーブル等を購入した。

（強化） 相談業務環境の更なる強化を図るため、録音機能付き電話機・テレビ・消費者行政専用車両等を整備する。

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） 初めて、国民生活センターの研修に参加（１回）。

（強化） 引き続き国民生活センターの研修や県内の研修等に参加できるようにする。

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）

（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）

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） 消費生活講座開催（年４回実施）。

（強化） 被害防止のための啓発パンフレット・啓発用品等を配付する。冊子「くらしの豆知識」配布。

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） 相談日を週３日から５日に変更し、相談の増加に対応（平成２１年度から）。

（強化） 引き続き週５日相談日を開設する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       567                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       933                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,147            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,784            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,592          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,192          千円

平成23年度の消費者行政予算 5,281            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,194          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 933               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,087          千円 20年度差 -60             千円 前年度差 -105           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

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



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 043621 平成 23 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 山元町

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） 消費生活に係る相談窓口を拡充 108               108                  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） 消費生活相談員・担当職員の研修への参加支援 60                60                    研修会参加負担金、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 306               306                  消費者被害防止啓発パネルの作成・設置

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員の拡充（平成２２年４月から　１名増) 696               696                  相談員報酬

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 - 1,170            1,170                -



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） 消費生活相談窓口の相談事務用機器が不足している。

（強化） 消費生活相談事務用機器（パソコン）を整備し、相談窓口の機能を強化する。

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） 相談員に対し予算の範囲内での研修参加支援。

（強化） 相談員・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。

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） イベント・出前教室等でパンフレット等の配付のみ。

（強化） イベント・出前教室等でパンフレット等の配付に加え啓発パネルを併用することにより、より一層わかりやすい消費者教育を実施。

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） 消費者問題の多様化に伴い増加する相談業務を円滑に実施するため、相談員２名体制で相談にあたる。

（強化） 相談窓口の機能を維持するため、引き続き相談員２名・週４日体制で相談にあたる。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       648                

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       696                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 746               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,181            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,456          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 725             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,893            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,170          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 696               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 723             千円 20年度差 -23             千円 前年度差 -2              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修会参加負担金・旅費を支給する

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）

自治体コード 044016 平成 23 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 松島町

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） 相談窓口の機能強化 46                45                    　事務用機器の整備及び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） 相談員の研修への参加支援 22                21                    　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 消費者の育成及び消費者被害防止のための啓発 663               662                  　消費生活講習会の開催、消費生活啓発パンフレット等の作成

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

⑯一元的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 - 731               728                  -



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）

　平成22年度において、相談室を設置、また、事務用機器（パソコン．プリンター．椅子・机）を整備し、消費生活相談環境の充実を
図った。

（強化） 　事務用機器（デジタルカメラ）の購入、更に、執務参考図書を購入し、相談窓口における実務能力の強化を図る。

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） 　相談員の研修参加旅費の支援。

（強化） 　相談員の研修参加の機会を増やし、その参加旅費を支援する。

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） 　平成22年度において、消費生活啓発品等を作成・配布し、消費者行政の知識を広く町民へ周知させた。

（強化）
　消費者行政の必要な情報や知識を提供し、消費者トラブルの未然防止及び早期解決を図るため講習会を開催する。
　また、平成22年度に引き続き、消費生活啓発品を作成・配布し、消費生活に関する知識の普及と理解の促進を図る。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 446               千円

平成22年度の消費者行政予算 2,645            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 445             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,179            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 728             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 451             千円 20年度差 5                千円 前年度差 6                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22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

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）

自治体コード ０４４０６７ 平成 23 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 利府町

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） 相談窓口の機能強化 1,120            1,120                事務用備品及び啓発用品の整備

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 苦情相談によるあっせん強化 720               240                  相談員報酬の増額

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 - 1,840            1,360                -



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） 相談業務、啓発業務(出前講座等)に使用する啓発用品が不足

（強化） 事務用備品及び啓発用品(パンフレット)を整備し、相談業務及び啓発業務(出前講座等)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）

（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）

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） 相談業務によりあっせんを実施

（強化） 相談業務の多様化・増加に対応するため、あっせんの強化を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       240                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 501               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,149            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 650             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 499             千円

平成23年度の消費者行政予算 1,859            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,360          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 240               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 499             千円 20年度差 -2              千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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 ○ ４月から相談員の報酬を増額する（5,000円/日　⇒　7,500円/日　2,500円増額）

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

自治体コード 044229 平成 23 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 大郷町

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）

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 消費者被害未然防止のための啓発パンフレット等を作成 975               975                  住民向けの被害防止啓発パネル，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

⑯一元的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 - 975               975                  -



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）

（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）

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） 消費者被害未然防止パネルを作成し施設に掲示。パンフレットを作成し全戸に配布する。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成22年度の消費者行政予算 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成23年度の消費者行政予算 975               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 975             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -                千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 200               200                  -

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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） 相談時にインターネットを活用した情報提供を行うもの 200               200                  

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）

都道府県名 宮城県 市町村名 富谷町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 44237 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

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）

（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） インターネットを活用し、情報収集の充実を図る。

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）
（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

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）



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

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

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 226             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 226             千円 20年度差 226             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 426               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 千円

平成20年度の消費者行政予算



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 44245 平成 23 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 大衡村

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） 消費生活相談窓口の強化 8                  8                      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）

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 住民被害防止のための啓発事業 680               680                  イベント時啓発用オリジナルポケットティッシュ配布，啓発チラシ配布（全戸配布）

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

⑯一元的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 - 688               688                  -



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） 相談窓口強化のため執務参考図書購入。窓口に消費者行政啓発チラシ閲覧のためパンフレットケース購入。

（強化） 引き続き，相談業務に必要な知識や手続き等の能力向上のため執務参考図書を購入。

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）

（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）

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） 消費者行政啓発カレンダーを全戸は配布。

（強化） 引き続き，消費者行政啓発チラシ等を全戸配布。ほかにイベント時にオリジナルポケットティッシュを作成し配布。

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）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成22年度の消費者行政予算 389               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 388             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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                千円

平成23年度の消費者行政予算 689               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 688             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円 前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22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

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 6,407            6,356                -

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活相談窓口の開設に伴う、消費生活相談員賃金 3,662            3,662                賃金

⑬消費者教育・啓発活性化事業
自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のた
め、啓発事業の強化を図る

344               344                  啓発用パンフレット、啓発用グッズ

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）
相談員の人材の養成・必要な基礎的・実務的知識及び
技法の取得。

469               469                  研修旅費・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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
消費生活に係る相談窓口を開設・強化し相談事業を実施
するために必要な体制整備を図る。

1,932            1,881                事務用機器・機材、参考資料、役務費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 宮城県 市町村名 色麻町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 44440 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者相談窓口を強化するため相談員を配置し、消費者への啓発事業の強化。

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） なし

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のため、啓発事業の強化を図る

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） なし

（強化） 消費生活相談員の国民生活センター等主催の研修参加により、レベルアップを図る。

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） なし

（強化） 消費者相談窓口を強化するため相談員を配置し、消費者への啓発事業の強化。

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）
（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,662             

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）

2       384                

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

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）



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

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 ○ 相談員の人材養成を目的とする基礎的・実務的知識及び技法の習得を資するた
め研修の参加支援(東京）

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 51              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 51              千円 20年度差 51              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,662            千円

平成23年度の消費者行政予算 6,407            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,356          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 千円

平成20年度の消費者行政予算



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 4445 平成 23 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 加美町

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）

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

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 既存相談員の勤務日数、勤務時間の拡大 1,646            686                  

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 - 1,646            686                  -



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）

（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）

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） 相談日数３日、相談員の勤務時間２４時間

（強化）
消費者ホットラインによる相談件数の増加、複雑化・高度化した相談の増加が見込まれることへの対応と、出前講座、移動相談日の開
設により、勤務時間を週３０時間とし、相談日を３日→４日へ拡充する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       288                

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       686                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,013            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,198            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,177          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 1,021          千円

平成23年度の消費者行政予算 1,699            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 686             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 686               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,013          千円 20年度差 -                千円 前年度差 -8              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 有資格者は、消費生活専門相談員として採用する。

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 1,652            1,652                -

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 相談員配置 852               852                  報酬および賃金

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 655               655                  啓発教材、機器(プロジェクターおよびスクリーン)の購入、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

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

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） 消費生活相談員・消費者行政担当者の研修参加支援 93                93                    旅費・研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 消費生活相談窓口の機能強化 52                52                    執務参考資料の購入

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）

都道府県名 宮城県 市町村名 涌谷町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 45012 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化） 相談員2名を配置する。

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）

（強化） 消費者被害防止のため、啓発用教材や機器を整備する。

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）

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） 相談員の育成が課題である。

（強化） 県内外での研修会への参加旅費、研修費支援を行う。

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） 執務参考資料が不十分

（強化） 参考資料を整備する。

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）
（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

2       852                

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）

2       1,008             

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

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）



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

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 ○ 県内外での研修参加支援、研修費支援を行う。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 1                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                千円 20年度差 -1              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,655            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,652          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 2                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,548          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,550            千円

平成20年度の消費者行政予算 4                  



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 45055 平成 23 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 美里町

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） 相談体制の強化 254               254                  備品・執務参考資料購入

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） 相談員担当者研修参加支援 215               215                  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 1,189            1,040                
啓発パンフ作成，出前講座経費（資料作成，会場申込手続費
用）町広報紙増員（消費者啓発専門員）分印刷費

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
週３日の相談員の増員（１名），既存相談員を含めて週５
日制の拡大（H２１年度）

991               991                  報酬・雇用保険料

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 - 2,649            2,500                -



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）

平成２１年度において，週３日勤務の消費者相談を配置し，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。

（強化） 更なる，相談窓口の機能強化を図るため業務に必要な備品等（カラープリンター，デジカメ，ワイヤレスアンプ，執務参考資料）を購入する。

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） 既存消費生活相談員（１名）に対し，研修参加旅費を支援（年１回程度）

（強化） 生活相談員等消費者行政担当者の県外研修への参加費用弁償を支援。

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） 高齢者向けの悪質商法被害防止のためのパンフレットを作成する。また，４月から毎月の町広報紙でも啓発防止を考える。

（強化） さらに，高齢者向けの悪質商法被害防止のためのパンフレットを作成する。また，４月から毎月の町広報紙でも啓発防止を考える。

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） 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。

（強化） 相談窓口体制強化分。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



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 人時間／年

人

人 千円

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）

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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,152             

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       991                



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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,345            千円

平成22年度の消費者行政予算 3,844            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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

平成23年度の消費者行政予算 3,994            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,500          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 -                  千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 991               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,494          千円 20年度差 149             千円 前年度差 150             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 神奈川県相模原市，仙台市等に研修のための費用弁償を支給する。

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）

合計 - 196               196                  -

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

⑯一元的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活動 104               104                  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） 消費生活相談員等のレベルアップのため研修参加支援等 92                92                    旅費、参考図書

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）

都道府県名 宮城県 市町村名 女川町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費者被害防止のための消費者講座を開催し啓発を行った。

（強化） 消費者被害防止のための仮設住宅等巡回消費者講座を開催

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） 消費生活相談員等のレベルアップのため研修参加支援などを行った。

（強化） 県等主催のレベルアップ研修会出席の旅費支援や参考図書等の整備

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）
（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

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）



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

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

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -1              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 904             千円 20年度差 -50             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,100            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 196             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 905             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 510             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,415            千円

平成20年度の消費者行政予算 954               



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 - 1,200            1,200                -

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

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） 消費生活相談に係る必要事務機器の整備を図る 1,200            1,200                各種事務用品等

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 宮城県 市町村名 南三陸町

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 平成 23 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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（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）

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）

（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） 津波により流失したため，消費生活相談に係る必要事務機器の整備を図る。

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）
（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

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）

対象人員数
（報酬引上げ）

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

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

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）



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

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、県主催で行われる各種研修会に積極的に参加し、必要な知識等を習得する

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 631             千円 20年度差 -2              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,831          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,200          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内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 631             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 631               千円

平成20年度の消費者行政予算 633               


