
都道府県コード 4

平成 年度24

宮城県 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する活性化事業（交付金相当部分） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

実施形態

基金取崩し額 148,114                                                          

①参加者総数

-                                

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 41,487                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

-                                6,370                          

167                            

9,214                          

40,601                        

34,022                        

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

-

34,189                        

-                                

42,625                        

6,370                          

5,402                          

②年間研修総日数

（３）消費生活相談員養成事業

2,093                          

744                            

4,498                          

（１）消費生活センター機能強化事業 4,053                          

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

-

-                                

3,415                          

-                                

（５）消費生活相談窓口高度化事業

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

125,974                      

都道府県予算

消費者行政予算総額

236,600                                                          

合計

③参加自治体

管内全体の研修参加

34%

③実地研修受入自治体

管内市町村予算総額

②年間研修総日数

148,114                      22,140                        

439,470                                                          

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

2,093                          

-                                

-                                

1,918                          

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

202,870                                                          

32,273                        

（８）消費者教育・啓発活性化事業

平成 24 年度 宮城県

事業名 都道府県

900                            

-                                

2,024                          

-                                

900                            

事業計画【総括表】

合計

3,835                          420                            

6,416                          

市町村

9,455                          

744                            



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

苦情処理委員会の活性化

22,140              

5,402          

謝金，旅費

1,716          

25                     

委員報酬，旅費

報酬，賃金，共済費，通勤手当，超過勤務手当

消費者被害未然防止広告，啓発寸劇等委託，啓発マ
ニュアル作成，消費生活法律授業等謝金，旅費

142                   142             

-                       

9,214          

3,415          専門家による相談現場のサポート

2,024                 2,024          

9,214                 

事業者指導・法令執行機能の強化⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

消費者行政強化のための人的体制整備

消費者教育・啓発事業の強化⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

-                

25              

対象経費

旅費，負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

1,716                 

謝金，旅費，会場使用料202                   

地域情報誌での相談窓口や情報周知のための広告
事業費，事務用機材・執務参考図書の整備に係る需
用費

5,402                 

事業名 事業の概要

相談窓口の機能強化

202             

⑦消費生活相談窓口高度化事業 3,415                 

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（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への参加
支援

市町村消費生活相談員・担当者向けレベルアップ研修
会の開催

22,140        

市町村消費生活相談支援，多重債務問題対策，消費
生活相談員等の養成



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

多重債務無料相談会を実施。

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

多重債務無料相談会を拡充開催する。また，消費生活相談員養成講座を実施する。
⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

平成２４年度においては，更なる窓口機能強化のため，必要な備品類や執務参考資料等を整備するほか，消費生活センターの相談
業務の周知を図るため地域情報紙への記事掲載広告事業を実施する。

⑤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）

（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧食品表示・安全機能強化事業

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

県内相談員等向け研修会１回，県内相談員向け法律相談会２回実施。

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

なし。（既存）

消費者啓発のための広告事業，若者向け消費生活法律授業，高齢者向け啓発寸劇等委託などを実施する。

相談員等の更なるレベルアップのため，研修参加機会を増強する。

なし。

（強化）

（既存）

（強化）

これまで，執務環境強化のため，相談員のパソコン等備品類や執務参考資料等を整備したほか，消費生活センターの県民アクセスの
向上及び相談業務の周知を図るため，ラジオ，新聞，映画館広報等の広告事業を実施した。

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）消費生活講座，消費生活展などの消費者教育・啓発事業を実施。

（既存）

（強化）

（強化）

国民生活センター消費生活相談員研修については，相談員年１回の研修参加を支援。（既存）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

相談内容の複雑化・高度化に対応するため，法律等専門家等による相談現場のサポートを実施する。

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑭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）
なし。

（強化）

（既存）

（強化）

苦情処理委員会を開催し，裁判外紛争処理機能を強化する。

法令執行機能強化に必要な体制を整備する。

（強化）

既存に加え，県内相談員向けレベルアップ研修会を年３回程度実施する。

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）消費生活相談員２６名

相談増加対応，啓発強化，法執行機能強化のため，相談員（３名），啓発担当臨時職員（１名），不当取引専門指導員（１名）を配置す
るとともに，増大する業務への超過勤務手当を措置（平成２１年度～）。平成２２年度からは，相談員の平均報酬額を向上。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。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（都道府県分。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

12      9,214             

参加者数 人

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

実施形態

人日

人

法人募集型

対象人員数
（報酬引上げ）

3       

年間実地研修受入総日数

2,987             

年間研修総日数 人日

9       

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．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

仙台市，石巻市，気仙沼市，名取市，多賀城市，大
崎市

4,161          

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 登米市，村田町

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
白石市，登米市，東松島市，蔵王町，村田町，亘理
町，山元町，松島町，利府町，富谷町，色麻町，美
里町，南三陸町

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

673 

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）

大崎市 420             

仙台市 900             

石巻市，気仙沼市，白石市，名取市，多賀城市，登
米市，栗原市，東松島町，大崎市，蔵王町，柴田
町，亘理町，山元町，松島町，色麻町，美里町，女
川町

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）

⑭商品テスト強化事業

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

仙台市，石巻市，気仙沼市，白石市，名取市，角田
市，多賀城市，岩沼市，登米市，栗原市，大崎市，
大河原町，村田町，柴田町，亘理町，山元町，松島
町，大郷町，大衡村，色麻町，美里町，女川町

仙台市

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 744             

事務用機材や執務参考図書を整備して相談業務環境を強
化するとともに，センター機能を住民に周知する。

426             庁舎が被災したため消費生活相談窓口を開設する。

4,053          

426             

960             

相談室の改修や事務用機材類を整備し，相談業務環境を強
化する。

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

420             
法律専門家による消費生活アドバイザーから助言を受けるこ
とで，高度な消費者被害相談等に対応する体制の強化を図
る

673 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。

1,667          

4,006          3,825          

2,232          

国民生活センター等が主催する研修参加機会を増やすこと
により，消費生活相談員のスキル向上を図る。

⑨消費生活相談窓口高度化事業

女川町

900             

学校給食及び市民持ち込みの食材等の放射性物質検査測定

2,765          見守りガイドブックを印刷する。

食の安全・安心パンフレットの作成

35,303         

6,370          塩竃市

消費者教育・啓発に係るパンフレット，パネルの作成や広報
紙への記事掲載，ラジオ広報，消費生活講習会の開催により
消費者への啓発強化を図る。

仙台市，色麻町，美里町 2,765          

相談員の増員等により窓口の整備を図る。

40,785         40,601         

7,676          

32,273         

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

仙台市，石巻市，気仙沼市，白石市，角田市，多賀
城市，岩沼市，栗原市，東松島市，大崎市，蔵王
町，村田町，亘理町，山元町，利府町，富谷町，色
麻町，美里町，加美町

31,257         

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）

啓発用自動車の購入，消費生活リーダーの育成，食品の放
射性物質検査体制の整備を図る。

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

仙台市，白石市，角田市，多賀城市，栗原市，大崎
市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町，村田町，丸森
町，亘理町，松島町，利府町，大郷町，加美町，涌
谷町，女川町

34,529         

125,974      合計 134,836      



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。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

29      23,359            

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）

17,870            

人

人日年間研修総日数 68    年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

法人募集型

対象人員数
（報酬引上げ）

16      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 6      人

17      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

①都道府県の消費者行政予算 千円

-148,690         千円

前年度差

8,846               

千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

500                 千円 500                 

125,974           84,413             

214,460           170,300           

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

交付金相当分 148,114          

千円

22,140            

125,974          

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

千円 22,140             

平成23年度 平成24年度

積増し相当分

202,870           

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

439,470           440,799           

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

170,830           

1,344               

千円

213,045           

-                    千円

千円 76,896             

227,754           千円 236,600           

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

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円千円 -

千円

千円

-51,736           

千円

-

34%

62%

-107,129         千円

41,561            

-10,175           

-1,329            -

千円 -

千円

-1,344            

チェック項目

-

9%

-

-

-7,576            

千円

千円

298,932           千円 291,356           

千円1,844              

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

148,114           

千円

128,632           

千円 -                     

255,243           

44,160            

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）取崩し額

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 -1,344            

千円

千円 500                



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） 人

うち都道府県 人

人

人

人

千円

千円

％

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

％

％



２－３．消費者行政予算について③

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 138,579           千円 千円291,356           

136,087           

142,664           

16,690             千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

①都道府県の消費者行政予算 78,373             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 500                 千円

千円

千円

236,600           

22,140             

158,227           

平成20年度 平成24年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 31,445             千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 30,945             

439,470           

148,114           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

202,870           

125,974           

千円

76,896             

千円

138,579           千円

千円

千円

千円

60,206             千円

214,460           78,373             千円

千円

千円

千円

300,891           

152,777           

60,206             千円



※運用収入317＋追加交付金188,467

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

148,114                            千円

３．基金の管理

具体的内容

職種を新たに設置（既存の消費生活相談員の他，主任消費生活相談員，消費生活専門相談
員の職を設置）し，職務内容に応じた報酬とする（平成２２年度から）。

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成23年度末

-        

うち委託等の相談員

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成23年度末

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

平成23年度末

設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

平成２２年度までに引き続き，研修参加のための旅費，負担金を支援する。

平成２２年度までに引き続き，事務用機材，執務参考図書等を整備する。

平成23年度末の基金残高（交付金相当分）

41,359                              

千円

41,359                              

千円

258,750                            

163,811                            千円

115,431                            

千円

123,141                            

-        平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

28       

-        

26       相談員総数

相談員数

相談員数

26       

平成24年度末予定

-                                     千円

188,784                            千円

千円

人

28       人

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）



【事業計画】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 40,681

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 19,263

　②東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 1,427

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 19,991

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 0

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 0

　⑤東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 40,681

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 19,263

　⑧東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 1,427

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 19,991

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

備考

計

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

消費者教育・啓発活性化事
業(拡充) 3 8

消費者啓発(センターPR付)回覧板印刷作成、仙台市消費
生活センターオリジナル教材作成(小・中学生用)

19,991 仙台市

商品テスト強化事業

1 9
学校給食等において、国・県が行う定期検査を補完するた
めのモニタリング。また一般市民持ち込みの食材等の放射
性物質の測定検査

7,676 塩竈市

消費者行政活性化オリジナ
ル事業（その他） 1 12

小中学校、保育所で供する給食に関して、より一層の安全・
安心を確保するため、給食食材等の放射能測定業務を委
託する。

4,158 多賀城市

消費者行政活性化事業 1 12 放射性物質検査機器一式購入 3,500 大崎市
消費者行政活性化オリジナ
ル事業(その他） 1 12

食品の放射能問題を背景とした食の安全性に対する消費
者の不安解消を図るため、パンフレットを作成し啓発強化を
行う

500 蔵王町

放射能測定室整備事業
1 12

食の安全性の対する不安を解消を図るため、放射性物質を
測定する測定室の整備を行う。

1,000 亘理町

消費生活相談室整備事業
2 12

震災により被災にあった消費生活相談室の整備を行い、相
談窓口の機能強化を図る。

800 亘理町

消費者行政活性化オリジナ
ル事業（その他） 1 12

食品と放射能の問題を背景とした、食の安全に対する消費
者の不安解消を図るため、住民から持ち込まれた食材の放
射性物質検査に係る検査機器の保守点検を行う。

500 利府町

消費生活相談スタートアップ
事業（拡充） 2 2

消費生活相談窓口の充実を図るため、執務参考資料等を
購入するもの。 50 富谷町

一元的相談窓口緊急整備
事業 2 11

消費生活相談窓口の開設に伴い、相談員を配置するもの。
577 富谷町

消費者行政活性化オリジナ
ル事業【特別会計】 1 12

食品等の放射性物質検査に係る備品の整備 165 加美町

消費者行政活性化オリジナ
ル事業(その他） 1 12

放射性物質検査測定室の設置工事費と整備費用 392 涌谷町

消費者行政活性化オリジナ
ル事業(その他） 1 12

臨時職員の増員 1,372 涌谷町

計 40,681

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（特別会計）による事業（都道府県及び市区町村）



注2　地方消費者行政活性化基金管理運営要領別紙に掲げる事業メニューの番号（以下）を記載。

　　　　１　消費生活センター機能強化事業

　　　　２　消費生活相談スタートアップ事業

　　　　３　消費生活相談員養成事業

　　　　４　消費生活相談員等レベルアップ事業

　　　　５　消費生活相談窓口高度化事業

　　　　６　広域的消費生活相談機能強化事業

　　　　７　食品表示・安全機能強化事業

　　　　８　消費者教育・啓発活性化事業

　　　　９　商品テスト強化事業

　　　　１０　地方苦情処理委員会活性化事業

　　　　１１　一元的相談窓口緊急整備事業

　　　　１２　消費者行政活性化オリジナル事業

注1食品等の放射性物質検査等に係る事業は「１」、東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業は「２」、その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業は
「３」を記載。
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