
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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 84,154         83,801            -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

福島産の食品の安全性とおいしさを実感してもらい
風評被害の払拭に繋げる。

6,938          6,938              
料理教室委託料、生産者等報償費及び旅費、試食・配布
用くだもの・パネル・看板代、くだもの送料、保険料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射能についての正しい知識を得るための「安全・
安心講座」の開催、「食品と放射能Q&A」を作成し全
戸配付、省エネナビの無料貸出

14,991         14,991            
講師謝礼、「食品と放射能Q&A」冊子印刷代、家庭用省エ
ネナビセンサー購入代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センター等での研修への参加 814             814                研修参加旅費及び負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員による多重債務相談の強化、放射能モニタリ
ング検査事務補助

4,355          4,002              
相談員1名、臨時職員1名の賃金、通勤手当、社会保険料
（事業主負担分）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
放射性物質測定機器による食品等のモニタリング検
査の実施

56,506         56,506            測定用消耗品費、機器校正費、修理代

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

550             550                執務参考図書及び事務用品等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 福島市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談対応及び啓発のための機材等の整備

自治体コード 072010 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）
風評被害を払拭するため、食品のモニタリング検査方法・検査結果を周知し食品の安全・安心を確保・発信し、、さらに味覚に
訴えるため福島産食材を使用した料理教室及び試食、くだもの配布・試食を行う

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るため
の事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員３名で対応

（強化） 相談員３名による多重債務相談の強化、放射能モニタリング検査の検査業務補助のための臨時職員１名の雇用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 高齢者や多重債務関連パンフレットの配布、消費者講座の実施

（強化）
放射能に関する総合的な「安全･安心講座」の開催、「食品と放射能Q&A」を作成し全戸配付、消費者力アップ講座の開催、
家庭用省エネナビセンサーの無料貸出しの実施

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター開催の専門研修を受講

（強化） 国民生活センター等開催の消費生活相談員養成講座や専門研修を受講

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（既存） 放射性物質測定機器による食品等のモニタリング検査の実施

（強化）
放射性物質測定機器による食品等のモニタリング検査の実施、性能維持のため機器保守点検の実施、
食品測定時の負担を軽減する非破壊測定器の購入

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談専門受付電話２回線、相談員３名による相談対応

（強化） 執務参考図書等及び啓発用機器（プロジェクター等）の購入、消費生活センター啓発用チラシの印刷



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．消費生活相談体制整備事業（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       4,002                    

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       3,430                    

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3     人 平成25年度末予定 相談員数 3     人

3     人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,101         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3     人 平成25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 14,800       千円 20年度差 995           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 4,002          千円

平成2５年度の消費者行政予算 98,601         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 83,801       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 13,699       千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 23,648       千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 37,347         千円

平成20年度の消費者行政予算 13,805         



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 27,752          8,432                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発の強化 1,092            1,092                啓発物品の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員への研修参加支援 251               191                  専門事例研修受講旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 食品中の放射性物質検査体制の整備 18,505          2,124                検査に係る人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士による相談員への研修実施 126               126                  弁護士報償金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品中の放射性物質検査体制の整備 5,920            3,041                検査に係る消耗品等の購入

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

1,858            1,858                広報にかかる経費、参考図書の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津若松市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の購入、消費生活センター周知

自治体コード 072028 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品中の放射性物質検査体制の整備（人件費）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 出前講座、消費者教室（年１回）、市政だよりによる広報（月１回）

（強化） 啓発パンフレットの配布

⑥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） 弁護士を招へいし、相談事例の検討研究を行う。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 専門事例研究参加支援（１回）

（強化） 専門事例研究参加支援（３回）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品中の放射性物質検査体制の整備

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センター周知に係る広報及びセンター用事務用機器の購入

（強化） 消費生活センター周知に係る広報及び参考図書の購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,760                     

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



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2名で、のべ１回だった研修参加を、のべ３回に増やす。

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -8,643         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 23,642         千円 20年度差 19,307         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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 32,074          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,432          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 32,285         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,174          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 36,459          千円

平成20年度の消費者行政予算 4,335            



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）

年度

237               相談員の研修参加支援

1,391            

事業経費

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害未然防止のための啓発
弁護士等による法律相談

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業の概要

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

食品等放射能測定事業 17,167          

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 26,164          -

被災地産品フェア等での消費者に対する食品と放射能
に関する基本的な知識の解説等

パンフレット等の作成費
弁護士等への謝礼

658                  

平成 25都道府県名 福島県 市町村名 郡山市 072036自治体コード

事業名

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

研修時旅費・研修負担金

4,033            

3,336            

161                  

22,713              

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消耗品費・機器のメンテナンス代・事業委託料

バスワイド広告費、ヘッドセット代

3,336                旅費、消耗品費、チラシ・パネル作成費、運搬費、出展料

1,391                

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

17,167              

消費生活センターの窓口啓発



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

被災地産品フェア等を訪れる消費者に対して、食品と放射能に関する知識の解説や本市産の農産物等で行っている放射性物質低減
の取組を紹介する。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化） 国民生活センターが開催する専門講座等に相談員4名と行政職員1名が参加できるよう支援する。

（既存）

（既存）

高齢者、中学生向け消費者被害防止のためのパンフレットを作成し、出前講座等で配布した。多重債務相談窓口周知のためのポス
ターを作成し、公共施設等に掲示した。弁護士を活用した多重債務法律相談を月2回実施した。

新社会人や大学生に対し、消費者被害防止のためのパンフレットを作成し配布する。多重債務相談窓口周知のため、パンフレット等を
作成し、公共施設や金融機関に配布する。弁護士・司法書士を活用した多重債務法律相談を月4回実施する。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（強化）

（既存）

（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

①消費生活センター機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 25年度も継続する。相談機能円滑化のため、ヘッドセットを購入する。

事業名

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

（既存）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員会
活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤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（商品テスト等）
（既存） なし

（強化） 食品等放射能測定事業の一部補助を行う。

市内と走る公共バスのうち2台の両側面に、消費生活センターの相談窓口を周知するためラッピング広告を行った。　　　

（強化）

（強化）

（強化）

国民生活センター開催の研修に相談員3人が年1回ずつ、県の消費生活センターの研修に相談員4名が年1回ずつ参加した。

なし



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
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

年間研修総日数

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

人

法人募集型

人日

人

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

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

うち定数内の相談員

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費 14,070         

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

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

4      

15,423         

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

4      相談員総数 人

33,323          

うち基金（交付金相当分）対象経費

人

千円

千円

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

4      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

-5,684         

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定4      

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

平成24年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

国民生活センター等が開催する研修等の旅費と研修負担金

千円

千円20年度差

22,713         

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成20年度の消費者行政予算 16,294          

29,493          平成2４年度の消費者行政予算

-4,813         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）対象の賃料、人件費等 千円

千円 前年度差10,610         



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 33,499          32,792              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

消費者と生産者の交流を促進する消費者参加型イベント
「いわきふりかけグランプリ」、いわきの産品を紹介する
「いわき産品フェア」を同時開催し、消費者への食と放射
能に関する正しい情報の提供と本市の放射性物質の検
査体制・検査結果の紹介をしながら、本市の主要農作物
である米を実際に食してもらう他、いわきの産品を直に見
て触れてもらうことにより、本市の農林水産物に対する風
評を払拭し、農林水産業と食を通じた観光業の復興につ
なげるもの。

9,500            9,000                

【いわきふりかけグランプリ】
　会場設営費/イベント運営費/看板制作費/旅費/広告費/紹
介PRパンフ等制作費/食材費/賄食料費/消耗品費

【いわき産品フェア】
　会場設営費/調理器具等賃借料/イベント運営費/看板制作
費/広告費/紹介PRパンフ等制作費/消耗品費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

市民を対象とした消費生活に関する通信講座
549               549                  

テキスト代、添削郵送代、講師謝礼

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

高校３年生を主な対象とした消費生活トラブル講座
被災地無料法律相談会

1,555            1,555                
テキスト代、講師謝礼、
被災地支援の無料法律相談会の弁護士謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員の研修への参加支援
測定員の研修への参加支援

344               344                  
相談員の研修旅費、受講料
測定員の研修旅費、高速代

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員１名の雇用
測定員１名の雇用

4,825            4,618                
相談員１名の人件費
測定員１名の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 自家消費用作物の放射能簡易分析装置に係る経費 12,694          12,694              分析装置に係る消耗品費、維持費、校正等業務委託

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

3,915            3,915                
車体広告媒体費、車内放送音声編集費・放送費、
啓発冊子作成費、マグネットステッカー作成費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活相談に対する弁護士の助言 117               117                  弁護士への謝礼

都道府県名 福島県 市町村名 いわき市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費生活センター啓発（路線バス活用）
消費生活センター啓発（啓発物品活用）

自治体コード 072044 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）
食の安全基準と本市の検査体制・結果公表の取組を紹介しながら、本市の産品を見て、触れて、食すことができるイベントを開催し、消
費者の不安を解消することで、本市への風評を払拭する。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化）
高校３年生を主な対象として、若者向けの消費生活トラブルについての講座を学校単位で開催し、被害の未然防止を図る。
被災地における弁護士による無料法律相談会を開催する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化）
複雑化・多様化する消費生活相談業務等に対応するため、相談員を増員する。
自家消費用作物の放射能簡易分析装置を取り扱う測定員を雇用する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 仕事や家庭の都合で平日開催の講座等に参加できない市民を対象に消費生活通信講座を開催する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化）
国民生活センターが主催する研修に消費生活相談員を参加させ、相談員の資質向上を図る。
放射能簡易分析装置の測定員を研修会に参加させ、測定員の資質向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談に対する専門的な助言を弁護士から得て、相談機能の強化を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化）
自家消費用作物の放射能簡易分析装置に係る消耗品費を手当てし、食の安全安心に寄与する体制を確保する。
自家消費用作物の放射能簡易分析装置に係る修繕料、校正費を手当てし、食の安全安心に寄与する体制を確保する。

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化）
消費生活トラブルの未然防止のため、路線バスを活用して消費生活センターに係る周知活動の強化を図る。
マグネットステッカー等を作成し、各種講演会等で配付することにより消費生活センターに係る周知活動の強化を図る。



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．消費生活相談体制整備事業（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       4,618                     

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       1,860                     

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

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



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 ○ 国民生活センター主催の研修に参加させ、消費生活専門相談員の資格取得を支援する。

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 ○ 嘱託職員の賃金については、市の技能労務職員に準じた定期昇給を行っている。

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 9,191          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 19,416         千円 20年度差 7,602          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 4,618            千円

平成2５年度の消費者行政予算 52,208          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 32,792         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 10,225         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,524         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 20,749          千円

平成20年度の消費者行政予算 11,814          



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 13,409          12,749              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

県南地方９市町村が協力して、首都圏の消費者に地場
産品の安全性をＰＲするためのアンテナショップを開設す
るとともに、紅葉まつりを開催して交流を図る。

4,000            4,000                賃借料・人件費・宣伝費・イベント費・事務費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

①消費者教育・啓発活性化を目的とする。②食品の放射能簡易測定 5,829            5,829                
①消費者教育関係パンフレット作成代等４００千円　②放射能
簡易検査関係諸費５，４２９千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

無料法律相談 1,740            1,080                弁護士相談委託料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員のレベルアップを図る。 63                63                    研修会等参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 食品の放射能簡易測定 1,777            1,777                食品の放射能簡易測定に係る人件費（賃金・社会保険料）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 市町村名 白河市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072052 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）
福島県県南地方の９市町村の地場産品を一堂に集めて、安全性をＰＲすることにより、広域的に風評被害払拭に取り組むことができ、協
力して集客を図ることにより、大きな波及効果が期待できる。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） 弁護士無料相談会を月１回実施

（強化） 弁護士無料相談会を月３回実施

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品の放射能簡易測定に係る人件費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） ①消費者教育関係パンフレット作成代等　②放射能簡易検査関係諸費

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当職員のレベルアップ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,777                     

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       2,400                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 660             千円 20年度差 -                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 1,777            千円

平成2５年度の消費者行政予算 13,409          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 12,749         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 660             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,680          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,340            千円

平成20年度の消費者行政予算 660               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 9,035            9,035                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止用啓発チラシ配布
食品等の放射性物質検査機器に係る経費

6,768            6,768                
啓発チラシ印刷代
放射性物質検査に係る消耗品等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修会への参加 143               143                  研修会参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射性物質検査員の人件費補助 2,124            2,124                放射性物質検査員の人件費補助

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 須賀川市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072079 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査員の人件費補助

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 回覧チラシ配布

（強化） 消費者の育成及び消費者被害の未然防止チラシの配布。放射性物質検査体制の整備

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター主催等の研修会に参加し、相談員等のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,016                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,043          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1,557          千円 20年度差 1,032          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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 10,592          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,035          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 514             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,436          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,950            千円

平成20年度の消費者行政予算 525               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 23,090          7,786                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

東京電力（株）福島第一原子力発電所事故による風評被
害の払拭をより一層推進するため、現在「里・まち事業」
を推進している中野区と相互協力し、本市で取り組んで
いる米の全袋検査等の見学、野菜やそばなど生産物の
試食、また農家に宿泊していただくことにより、生産者と
消費者等との交流を図り、本市の食の安全・安心を実際
に体感いただき、その後喜多方産の農作物等の消費・販
売へ繋げる。

2,310            2,310                委託料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射能簡易分析装置 18,778          3,522                
放射能簡易分析装置配備に伴う消耗品等購入、機器校正費
用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析装置 2,002            1,954                放射能簡易分析装置配備に伴う人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 喜多方市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072087 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）
東京電力（株）福島第一原子力発電所事故による風評被害の払拭をより一層推進するため、現在「里・まち事業」を推進している中野区と相互協力
し、本市で取り組んでいる米の全袋検査等の見学、野菜やそばなど生産物の試食、また農家に宿泊していただくことにより、生産者と消費者等との交
流を図り、本市の食の安全・安心を実際に体感いただき、その後喜多方産の農作物等の消費・販売へ繋げる。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 自家消費用の食品の放射能測定を実施することにより、消費者の安心・安全を確保する。(人件費）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 自家消費用の食品の放射能測定を実施することにより、消費者の安心・安全を確保する。(消耗品等購入、機器校正費用）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,954                     

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       1,920                     

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



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 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -7,814         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 12,994         千円 20年度差 12,867         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 1,954            千円

平成2５年度の消費者行政予算 20,780          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,786          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 20,808         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,600          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 22,408          千円

平成20年度の消費者行政予算 127               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 18,263          18,233              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

生産者・消費者が参集し、交流する各種イベントにおい
て、食品と放射性物質に関する説明や地元農産物の「安
全・安心」確保に向けた取組み紹介等を行う。

2,500            2,500                
無料配布及び試食用食料購入費　900千円、展示用備品等購
入費　550千円、説明資料等製作費　400千円、講演者謝金・
旅費　400千円、運営要員謝金　250千円

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害未然防止のための啓発、無料困りごと相談事
業(専門家派遣事業)、多重債務相談窓口の設置、放射
性物質検査体制の整備

13,644          13,614              
報償費6,115千円、旅費701千円、需用費2,830千円、
役務費1,468千円、備品購入費2,500千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査体制の整備 2,119            2,119                賃金2,119千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 相馬市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072095 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 相馬地方農業復興大会・JAまつりの開催

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査体制の整備

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 新しく社会へ出て行く若者向けに消費者被害防止のためのパンフレット及び消費者被害防止のための全戸配布用パンフレットを作成

（強化） 高校生向けのパンフレットの作成、無料困りごと相談会の開催、放射性物質検査体制の整備

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,119                     

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       1,953                     

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



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 ○ 研修会参加のための旅費、負担金の支援

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 3,797          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 4,455          千円 20年度差 3,945          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 2,119            千円

平成2５年度の消費者行政予算 22,688          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 18,233         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 658             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,192          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,850            千円

平成20年度の消費者行政予算 510               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 27,224          27,224              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

相談窓口機能強化のための相談員の配置及び消費者被害未
然防止のための啓発用チラシ等の作成や、放射能簡易分析装
置設置に伴う環境整備、法テラス二本松において専門家による
各種相談対応を実施

25,094          25,094              
消費生活相談員委託料、チラシ、リーフレット等の啓発用品の作成費、
放射能簡易分析装置設置にかかる消耗品費、校正費、専門家派遣委
託契約料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析装置設置に伴う操作員の配置 2,124            2,124                放射能簡易分析装置操作員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

6                  6                      執務参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 二本松市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談対応円滑化のための書籍の購入

自治体コード 072109 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 多様化する消費者問題に対応するため、法テラス二本松において専門家による各種相談事業を実施する。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置による食の安全安心の確保を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
消費生活相談員を配置し、消費生活に係る相談窓口の強化を図るとともに、消費者被害の防止を図るため、消費者への啓発事業の強化を図るととも
に、放射能簡易分析装置による食の安全安心の確保を図る。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 相談対応の円滑化のため、執務参考資料を購入し、相談窓口に必要な体制整備を図る。



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,400                     

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



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 1      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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 8                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 113             千円 20年度差 15              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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 27,337          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 27,224         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 105             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,487          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,592            千円

平成20年度の消費者行政予算 98                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 33,857           7,004                

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費生活関係啓発チラシの配布・放射能物質測定機器に係る消耗品費、校正費 5,282            5,282                消費者行政啓発パンフレット、放射能物質検査に係る消耗品費、校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品に含まれる放射能物質の測定にかかる人件費 28,575           1,722                食品等放射能分析装置測定員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 田村市

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072117 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 市民の安心安全な食生活等の為に、食品等放射能分析装置を運用する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 悪質商法・振り込め詐欺等の被害防止、抑制のため、消費者意識啓発パンフレットを作成し、全戸に配布する。また、食品等放射能分析装置の消耗品の購入及び校正実施。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）
（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員
会活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）
（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整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

1       1,722                     

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       2,046                     

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



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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定 相談員数 -      人

4      人

相談員数 4      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定

前年度差 25,097         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25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 25,106         千円 20年度差 25,106         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 1,722          千円

平成2５年度の消費者行政予算 32,110         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,004          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 9                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,356          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,365          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）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自家消費の食品等放射能を簡易分析するもの
被災者の法律相談・行政相談等を支援するもの 20,961          20,961              

分析に係る消耗品・保守管理費
被災者支援専門家派遣に係る費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者等の研修会への参加 3                  3                      研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
自家消費の食品等放射能を簡易分析するもの
消費生活相談窓口の設置

1,829            1,829                
食品等放射能簡易分析に係る人件費（１名分）
消費生活相談員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島 市町村名 南相馬市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072125 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 22,793          22,793              -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 食品等放射能簡易分析事業・専門家派遣事業

（既存）

（強化）

（強化） 消費者行政担当者研修参加

（既存） なし

（強化） 食品等放射能簡易分析事業に係る人件費・消費生活相談窓口の設置

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（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

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業） （強化）

（既存）

（既存）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 時間／年

人

人 千円

1       2,282                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,855                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

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）



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

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

うち交付金相当分対象経費 22,791         千円

前年度差

相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      

1,880            千円

22,791          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

35,710         千円

-                  千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

128               千円平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 37,590          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,855            千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -128           千円 -1,880         千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定 相談員数 -      人

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 16,807          16,807              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

講演会・講座等啓発の実施 3,735            3,735                講師謝礼金、パンフレット購入、啓発用チラシ印刷

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・職員の専門研修等参加 732               732                  研修旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員２名採用、放射性物質検査員１名採用 7,453            7,453                専門相談員の任用、放射性物質検査員の任用

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品の放射性物質検査の実施 4,607            4,607                
放射能物質検査に係る消耗品、機器のメンテナンス料
機器の容器減容化

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

80                80                    参考図書等購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 専門家(弁護士等）派遣事業 200               200                  専門家(弁護士等）派遣に係る委託料

都道府県名 福島県 市町村名 伊達市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの機能の充実

自治体コード 072133 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活専門相談員２名、放射性物質検査員１名採用

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費生活講座・講演会・出前講座、街頭啓発の実施。食品等の放射性物質検査の実施。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 行政職員及び消費生活相談員の研修参加

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

（強化） 専門家（弁護士等）の派遣事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査及び機器のメンテナンスの実施。放射性物質検査機器の容器減容化の実施。

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活センター機能の充実



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．消費生活相談体制整備事業（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

3       7,453                     

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       5,250                     

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



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 消費生活相談員専門講座等研修会参加支援

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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1,196          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25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 1,276          千円 20年度差 1,149          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 7,453            千円

平成2５年度の消費者行政予算 18,083          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 16,807         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 80              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 15,706         千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 15,786          千円

平成20年度の消費者行政予算 127               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 9,587            9,587                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止パンフレット等購入、放射能簡易分析装置用消
耗品や校正費等計上し、市民の不安や被害防止を図る。

8,683            8,683                
パンフレット等購入800、放射能分析装置消耗品2,520、校正費4,547、
食品の安全性普及活動220

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
食品用放射能簡易分析装置操作員人件費を計上し、検
査体制を充実する。

904               904                  操作員人件費1名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 本宮市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072141 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品用放射能簡易分析装置操作員人件費を計上し、検査体制を充実する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 啓発パンフレットを購入し、消費者被害防止に向けた啓発活動を実施する。

（強化） 国県から貸与中の食品用放射能分析装置用消耗品、校正費、地産食品の安全性を普及する活動を実施し、消費者の不安解消に努める

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       904                       

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       2,124                    

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -1              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 22              千円 20年度差 8                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 904               千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,609            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,587          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 23              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,391          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,414            千円

平成20年度の消費者行政予算 14                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,265            4,200                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品等の放射能検査の実施、チラシ等による消費者へ
の啓発活動

2,127            2,076                測定機器の校正費、消耗品等の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能検査の実施 2,138            2,124                食品射能測定事務人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 桑折町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 070301 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 人員増による放射性物質の検査体制の強化

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射性物質の検査体制の強化。チラシ等配布による早期相談や被害防止等の啓発事業強化。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,860                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 65              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 65              千円 20年度差 15              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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,265            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,200          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 27                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 827             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 827               千円

平成20年度の消費者行政予算 50                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,880            3,880                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

Ⅰ消費者トラブルの防止対策を中心とした啓発の推進
Ⅱ自家消費用農作物等の放射能簡易分析測定

1,965            1,965                
Ⅰ講師謝金、講師旅費、会場借料、広報資料
Ⅱ消耗品費、検査機器校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費用農作物等の放射能簡易分析測定 1,915            1,915                測定員賃金

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 国見町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073032 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 自家消費用農作物等に含まれる放射性物質の簡易分析測定体制の充実・強化を図り、食の安全・安心を確保する

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
Ⅰ消費者トラブルによる防止対策を推進するため、リーフレットを作成及び講演会の開催
Ⅱ自家消費用農作物等に含まれる放射性物質の簡易分析測定体制の充実・強化を図り、食の安全・安心を確保する

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,915                     

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       1,790                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 1,915            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,880            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,880          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 1,450          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,450            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 8,865            8,865                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

町民へ啓発チラシを配布する。食品等の放射能物質を検査す 8,865            8,865                
チラシ購入費。放射能簡易分析に係る検査委託料。
「食品と放射能Q&A」配布費用。
放射能簡易分析に係る消耗品等購入費。校正費増加分。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 川俣町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073083 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るため
の事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
新たな悪徳商法への対策及び消費生活センターの紹介のため、リーフレットを配布する。貸与機器による放射能簡易分析に係る検査。食
の安全についての周知、悪徳商法等の被害防止のため、啓発チラシを配布する。食品と放射能に関して疑問点や不安点を解消し、正し
い認識を持ってもらう。消費者の食の安全・安心を確保するため、食品等の放射性物質を検査する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 36              千円 20年度差 -                   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2５年度の消費者行政予算 8,901            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,865          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 36              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,651          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,687            千円

平成20年度の消費者行政予算 36                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 410               410                  -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害防止のため啓発パンフレットの作成・配布
放射線量計・放射性物質測定器の校正

410               410                  
パンフレットや啓発物品の購入経費
各種測定器の校正・メンテナンス経費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 大玉村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073229 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者被害防止のため、パンフレットを作成・配布して啓発を行う。

（強化） 放射線量計・放射性物質測定器校正に係るメンテナンスを行う。啓発グッズの配布

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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2５年度の消費者行政予算 410               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 410             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 100             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 100               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,269            4,947                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害の未然防止としてパンフレット配布
放射性物質検査体制の整備

3,145            2,823                
パンフレット購入費
検査機器用消耗品費　校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品モニタリング強化 2,124            2,124                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 鏡石町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073423 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食の安全、安心を確保するための体制整備

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 全世帯に被害の防止のため内容等の充実したパンフレットを配布する。放射能簡易分析機の消耗品購入

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 平成２２年度から総合相談室において消費生活についての相談を実施。窓口強化のための参考図書購入

（強化） 相談窓口での対応力強化のため職員及び相談員用の参考図書を購入



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,788                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 322             千円 20年度差 312             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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,269            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,947          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 322             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,273          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,595            千円

平成20年度の消費者行政予算 10                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,669            3,669                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

住民への消費生活啓発物品（パンフレット等）の配布
消費者庁貸与の食品放射能簡易分析装置の運用

1,534            1,534                
パンフレット印刷費・放射能簡易分析業務に係る消耗品費・分
析装置校正費・分析装置維持費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当職員の研修参加支援 6                  6                      研修への参加に係る旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 食品放射能簡易分析窓口の強化 2,124            2,124                食品放射能簡易分析装置の操作員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

5                  5                      参考図書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 天栄村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書購入

自治体コード 073440 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品放射能簡易分析装置操作員に対する補助を行い、分析業務窓口の機能強化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者問題に関連した啓発パンフレット・啓発グッズを作成し、全戸配布する。

（強化） 従来の啓発活動に加え、消費者庁から貸与された食品放射能簡易分析装置の運用を行い、消費者の食の安全と安心を確保する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当職員を研修に参加させ、レベルアップを図る。

（強化） 消費者行政担当職員を研修等への参加を通じて知識の向上や情報の収集を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務参考図書を購入し、相談窓口としての機能充実を図る。

（強化） 参考図書を用いて職員の研鑚を行い、職員の専門性・対応力を高める。



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       3,034                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,669            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,669          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 916             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 916               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,463            2,463                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用チラシ作成・配布。放射能物質の検査 367               367                  啓発用チラシ。放射能物質検査に係る消耗品、校正費。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能物質検査員 2,096            2,096                放射能物質検査に係る検査員の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 下郷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073628 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の食と安全・安心を確保するための放射能物質検査員。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の食と安全・安心を確保するための放射能物質検査の実施。消費者被害防止のためチラシの作成・配布。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,096                     

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       2,640                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 2,096            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,463            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,463          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 279             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 279               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,144            1,144                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質簡易検査関連 309               309                  消耗品99千円、機器校正費210千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質簡易検査関連 835               835                  人件費835千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 檜枝岐村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073644 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質簡易検査関連

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射性物質簡易検査関連

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       835                        

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       835                        

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 835               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,144            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,144          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 45              千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 45                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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 18,108          1,909                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品放射能簡易分析器(ＮａＩ)による農林水産物のスクリーニング
検査の実施および、食品と放射性物質に関する啓発活動

18,108          1,909                
消耗品費（検査および啓発事務消耗品1,200千円）
役務費（機器校正手数料709千円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 只見町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073679 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 現行の検査事業を推進するとともに、食品と放射性物質に関する啓発活動に注力する

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 11,420         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 16,199         千円 20年度差 16,199         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2５年度の消費者行政予算 18,108          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,909          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 4,779          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,579            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,572            3,572                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品等の放射性物質検査の体制整備 1,448            1,448                消耗品費900千円（@300千円×3台）　校正費548千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射性物質検査の体制整備 2,124            2,124                人件費（１人）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 南会津町

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073687 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 原発事故後、食品等の放射線量が懸念される中、消費者の食の安全・安心を確保するために、食品等の放射性物質検査体制を整備する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 原発事故後、食品等の放射線量が懸念される中、消費者の食の安全・安心を確保するために、食品等の放射性物質検査体制を整備する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）
（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員会
活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）
（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整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

1       2,124                     

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       1,760                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 7                千円 20年度差 -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）対象の賃料、人件費等 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,579            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,572          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                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 607               千円

平成20年度の消費者行政予算 184               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 7,534            4,624                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

風評被害を払拭し消費促進を図る 2,000            2,000                委託費、需用費、役務費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自家用野菜等検査業務委託 5,534            2,624                委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 北塩原村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074021 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 風評被害防止

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
原子力発電所の事故による放射性物質の拡散から自家用食品等に係る村民等の不安を払拭するとともに健康の安全管理を実施する
ため、様々な農林産物や加工食品、土壌等の放射性物質検査を実施し、正確な数値を伝えるとともにデータを蓄積し、村内における放
射性物質の状況把握に努める

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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2５年度の消費者行政予算 4,624            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,624          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2４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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,891            5,891                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

風評対策事業 2,945            2,945                委託料等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発用パンフレット配布、チラシ等作成・配布
食品等の放射能簡易検査機器真度校正・消耗品

1,272            1,272                
啓発用パンフレット、ボールペン等の購入
真度校正経費。ｷﾑﾀｵﾙ、ｺﾞﾑ手袋、印刷用トナー等の購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能簡易検査臨時職員人件費 1,674            1,674                賃金、社会保険料、公務災害負担

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 西会津町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074055 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 正確でタイムリーな情報発信や消費者モニター調査など実施し、町物産の風評被害を図る。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射能簡易検査臨時職員人件費（賃金、社会保険料、公務災害負担）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用パンフレット、ボールペン等の購入。食品等の放射能検査機器真度校正経費及び消耗品の購入。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,674                     

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       1,860                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 781             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 783             千円 20年度差 783             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 1,674            千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,674            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,891          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 1,400          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,402            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,887            1,887                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射能簡易検査機校正点検料 475               475                  校正点検料（２台分）,放射能簡易検査室光熱水費（年間）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射能簡易検査業務 1,412            1,412                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 磐梯町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074071 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 地域における自家消費野菜等の放射能簡易検査を年間を通じて検査するもの

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射能簡易検査室における放射能簡易検査機にかかる校正点検料、放射能簡易検査室における年間光熱水費

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,412                     

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       2,024                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 712             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 712             千円 20年度差 712             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 1,412            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,599            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,887          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2４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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,964            3,854                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

・消費生活に関するリーフレットの配布（全戸配布）
・放射性物質検査体制の整備、消耗品・校正費（3台分）

1,730            1,730                リーフレット作成、放射性物質検査用消耗品費・機械校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 ・放射性物質検査に係る人件費 2,234            2,124                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 猪苗代町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074080 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査のための人員確保。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） リーフレット配布による消費者（町民）への啓発強化。

（強化） リーフレット配布による消費者（町民）への啓発強化。放射性物質検査に必要な消耗品の購入・検査機の点検（校正）。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,016                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

前年度差 110             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 126             千円 20年度差 106             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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,980            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,854          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 16              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 816               千円

平成20年度の消費者行政予算 20                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 12,082          7,005                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

アンテナショップの開設により、町の主幹産業である農産
物や特産品の風評被害払拭

7,621            2,604                
店舗改装費用、店舗家賃等、販売台等備品、通信費、人件
費、運送費、チラシ作成

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

リーフレット等による消費生活意識の向上
放射性物質検査機器の貸与により食品の安全性確保

2,346            2,306                
啓発リーフレットの購入
検査機器の消耗品・メンテナンス経費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談に関する研修に参加 195               175                  研修参加旅費・負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査機器の貸与により食品の安全性確保 1,907            1,907                検査員の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

13                13                    相談窓口用備品（ボイスレコーダー）の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津坂下町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の整備

自治体コード 074217 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化）
東京都葛飾区にアンテナショップを開設。食品と放射能に関するチラシやポスターを作成・活用し、物産と併せ農作物の安全性を地域
住民にＰＲする。また、町特産品の定期的な配送サービスを地元住民に行い、固定客を獲得し風評被害防止の固定化を目指す。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置にかかる放射性物質検査に従事する検査員の人件費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
リーフレット等を全戸に配布して、消費生活トラブルの傾向と対策を周知する。各種情報をプリントして、各施設へ配布し啓発広報の強
化を図る。放射能簡易分析装置にかかる放射性物質検査に伴う消耗品及び、メンテナンス経費。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談内容の充実等を図るため、国民生活センター等で実施する消費生活相談に関する研修に参加し、職員のレベルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） ボイスレコーダーにより相談業務時の状況を記録しておくため



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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,907                     

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       1,944                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 5,436          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 5,486          千円 20年度差 5,436          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 1,907            千円

平成2５年度の消費者行政予算 12,491          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,005          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 50              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,900          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,950            千円

平成20年度の消費者行政予算 50                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,131            2,131                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性簡易分析装置に係る放射能物質検査 257               257                  放射能物質検査に伴う消耗品費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性簡易分析装置に係る放射能物質検査 1,874            1,874                放射能物質検査に伴う操作員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 湯川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074225 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 放射能物質検査に伴う操作員賃金、社会保険料

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）

（強化） 放射能物質検査に伴う機器消耗品、修繕費、校正手数料

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,874                     

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       1,691                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 346             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 346             千円 20年度差 346             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 1,874            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,477            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,131          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 200             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 200               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,624            2,624                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質簡易検査事業 500               500                  消耗品費・校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
放射性物質簡易検査員を確保する。

2,124            2,124                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 　福島県 市町村名 柳津町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074233 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質簡易検査員を確保する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の食品等の放射性物質簡易検査を実施する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,000                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,624            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,624          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 60              千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 60                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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,520            2,519                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質簡易検査事業 506               506                  消耗品費、校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質簡易検査員 2,014            2,013                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 三島町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074446 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質簡易検査員を確保する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の食品等の放射性物質簡易検査を実施する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,013                     

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       2,000                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -65             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 105             千円 20年度差 105             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 2,013            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,624            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,519          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 170             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,300          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,470            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,336            2,336                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射能簡易分析装置のメンテナンス 320               320                  
分析装置メンテナンス（ポニー工業）　　210,000円
分析装置メンテナンス（アトムテックス）　109,620円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射能簡易分析の実施 2,016            2,016                
測定員賃金　＠7,000円×21日×1名×12月＝1,764,000円
社会保険料　＠21,000円×1名×12月＝252,000円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 金山町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074454 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 東日本大震災に伴う原発事故に伴い、自家消費野菜等の安全・安心を図るため、放射能簡易分析装置による検査を実施する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置のメンテナンス（真度校正）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,016                     

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       1,953                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 2,016            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,336            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,336          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 986             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 986               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,944            2,944                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

パンフレット等広報資料を作成し、配布。
放射能簡易分析関係

1,086            1,086                パンフレット等制作費、消耗品費、校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

社会福祉協議会と連携し、相談会を開催 100               100                  講師謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析検査員 1,758            1,758                検査員人件費、社会保険料、雇用保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 昭和村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074462 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化） 社会福祉協議会と連携し、相談会を開催

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能測定業務の検査員を確保する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 注意喚起のパンフレット等を制作し、消費者被害の未然防止をはかる。消費者向けに放射能測定業務の実施。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,758                     

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       2,000                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 1,758            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,944            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,944          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 650             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 650               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,164            4,164                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品の放射性物質簡易検査機器の備消耗品及びメンテ
ナンス費

2,040            2,040                
消耗品＠200千円×4台、修繕費＠100千円×4台、真度校正
＠210千円×4台

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品の放射性物質簡易検査に伴う検査員の人件費 2,124            2,124                ＠2,124千円×1名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津美里町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074471 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品の放射性物質簡易検査に伴う検査員の人件費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 食品の放射性物質簡易検査機器の備消耗品及びメンテナンス費

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,080                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 9,857          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 9,887          千円 20年度差 9,857          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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 14,051          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,164          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 30              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 830               千円

平成20年度の消費者行政予算 30                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 8,967            8,967                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

検査消耗品、メンテナンス、食品検査室改造、機器購入
費

6,998            6,998                
消耗品 1,200千円　測定機器メンテナンス 808千円　食品検査
室改造 1,670千円　機器購入費 3,320千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 検査員の配置 1,969            1,969                検査員人件費1名分　1,969千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 西郷村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074616 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品検査の充実を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） ゲルマニウム半導体検出器導入に伴う検査室の改造及び機器の購入費等

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,969                     

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       1,953                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 6,981          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 6,998 千円 20年度差 6,983          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 1,969 千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,967 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,967 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 17              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 40              千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 57                千円

平成20年度の消費者行政予算 15                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,603            2,603                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者の身近なところで食品等の放射性物質検査をす
る体制の整備

479               479                  検査機器メンテナンス料、消耗品等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者の身近なところで食品等の放射性物質検査をす
る体制の整備

2,124            2,124                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 泉崎村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074641 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査の体制を強化し、村民の健康と食品の安全性の確保を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査の体制を強化し、村民の健康と食品の安全性の確保を図る。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,000                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 4,755          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 4,803          千円 20年度差 4,803          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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 7,406            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,603          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 48              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 248               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 455               455                  -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食の安全・安心を確保するため、米・野菜・飲用井戸水な
どの放射性物質を分析するため導入した放射性物質簡
易測定機器の検出効率再校正を実施する。

455               455                  
放射性物質簡易測定機器検出効率再校正　305,000円
検査用消耗品　150,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 中島村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074659 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
食の安全・安心を確保するため、野菜等放射性物質の分析検査を実施放射性物質簡易測定機器は、検出効率の経年的変化があるた
め再校正し、適正な状態で分析結果を得ることにより、食の安全・安心を確保する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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2５年度の消費者行政予算 455               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 455             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 200             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 200               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 11,653          8,602                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

「横浜DeNA」イベントにおける矢吹産米の情報発信 5,000            5,000                チラシ・アンケート作成費用、試食用サンプル、宿泊費等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者の食の安心・安全を確保するため、消費者の身近な 1,523            1,478                消耗品費・メンテナンス費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者の食の安心・安全を確保するため、消費者の身近な 5,130            2,124                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 矢吹町

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074667 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存） なし

（強化） 矢吹町出身の「横浜DeNA」中畑清監督と協力し、横浜DeNAファンフェスティバルにおいて矢吹産米の安全性と美味しさをＰＲする。

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の食の安心・安全を確保するため、消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査する体制を整備する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の食の安心・安全を確保するため、消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査する体制を整備する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員会
活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）
（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整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

1       2,124                     

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       2,016                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 3,046          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 3,051          千円 20年度差 3,029          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 2,124          千円

平成2５年度の消費者行政予算 11,653         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 8,602          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                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 805             千円

平成20年度の消費者行政予算 22              



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,578            3,578                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発スローガン等を記載した啓発物資・チラシを配布す
るなど、住民に対して広く消費者行政の意識付けを行う。
また、消費者を対象とした放射能簡易分析検査の実施に
伴い、必要な消耗品の購入及び分析装置のメンテナンス
を行う。

1,454            1,454                
広報資料、啓発物資等作成・購入費
検査に使用する消耗品購入
放射能簡易分析装置のメンテナンス料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者の食の安全安心を確保するため、操作員を雇用
して放射能簡易分析検査を実施する。

2,124            2,124                操作員に係る人件費(保険料・賃金）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 棚倉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074811 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の食の安全・安心を確保するため、放射能簡易分析装置検査を実施するのに必要な操作員を雇用する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 啓発物資、チラシ等を配布し、消費者トラブルに対する対策について周知し、住民の意識の高揚を図る。

（強化） 消費者トラブルに対する周知啓発を引き続き実施し、さらに、消費者の食の安全・安心確保のため、放射能簡易分析装置検査を実施する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,752                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 2,730          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 4,575          千円 20年度差 4,565          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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,153            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,578          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 1,845          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 656             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,501            千円

平成20年度の消費者行政予算 10                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,507            2,787                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

①消費者教育・啓発用パンフレットを購入し、全戸に配布
することにより、町民に対する消費者教育・啓発を図る。

②東日本大震災に係る原発事故に伴い、食品の安全性
が叫ばれるなか、食品の放射性物質を測定し町民の安
心・安全を図る。

1,509            789                  

①広報資料・コンテンツ作成・購入費　189千円

②簡易測定に係る消耗品費　300千円
　 簡易測定機器校正手数料　300千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品の放射性物質測定に係る作業員賃金の支給。 1,998            1,998                作業員賃金・社会保険料等（1名分）　1,998千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 矢祭町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074829 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品の放射性物質測定に係る作業員の賃金を支給し、測定業務の安定化を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者教育・啓発用パンフレットを配布し、消費者の教育及び啓発を図る。食品の放射性物質測定に係る消耗品、機器の校正を実施し、測定業務の安定化を図る。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       2,112                     

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



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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 6,635          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 6,635          千円 20年度差 6,635          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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,422            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,787          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 189             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 189               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,392            3,392                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者啓発のチラシを全戸配布,放射性物質検査に伴う消耗品の購入 1,268            1,268                
チラシ作成費、紙、インク等消耗品、検査機器メンテナンス費
用、タオル、ゴム手袋等消耗品

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易検査人件費 2,124            2,124                簡易検査人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 塙町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074837 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質の検査を行い、消費者の食の安全･安心を確保するための検査員を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） チラシの配布,食品等放射性物質の検査。

（強化）
啓発物、チラシ等の配布により消費者に関する情報の提供を行う。被害に遭わないように情報発信をする。
食品等の放射性物質の検査を行い、消費者の食の安全･安心を確保し、情報提供をする。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,891                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -601           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -65             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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,392            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,392          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 601             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 680             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,281            千円

平成20年度の消費者行政予算 65                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,157            2,157                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

①自家消費野菜等の簡易分析等に係る検査体制を図る
ため、消耗品の購入や検査機器のﾒﾝﾃﾅﾝｽを行う。
②消費者を守る未然防止チラシを作成し、悪質業者等か
ら消費者の暮らしを守る。

549                    549
①消耗品購入（備品含む、検査機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用
②消費者を守る啓発チラシ作製費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
自家消費野菜等の簡易分析に係る人員を確保し、自家消
費野菜等を安心して消費できるよう検査体制を整える。

1,608            1,608 臨時職員の検査員賃金（社会保険料等込）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 鮫川村

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074845 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化） 検査員の放射能・放射線についての知識を深め、消費者への情報提供と安心して消費できるよう広報活動にも努める。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存）
①なし
②なし

（強化）
①自家消費野菜等の放射能簡易分析に係る各種消耗品、データ管理や分析、環境整備のための更なる検査体制の充実を図る
②悪質業者等による消費者を狙う新たな手法が生まれているため、常に最新の情報を提供し、消費者教育と消費者トラブル未然防止のためのチラシを配布する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）
（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員会
活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）
（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整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

1       1,608                      

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       1,632                      

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



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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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 1,880            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,157            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,157          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 70               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 70                 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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,882            1,881                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

啓発資料を全戸に配布,放射性物質検査体制の整備 1,882            1,881                
啓発資料購入経費,放射性物質検査に係る消耗品等購入及び
メンテナンス経費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 石川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075019 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 消費者被害の未然防止のために啓発資料を作成し、対象者へ配布する

（強化） 自立した消費者の育成のために啓発資料を作成し全戸配布する。消費者の食の安心安全を確保するため放射性物質検査体制を整備する

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -1              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -                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2５年度の消費者行政予算 1,881            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,881          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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,338          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,339            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 2,902            2,900                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自家消費野菜等の放射性物質検査体制の整備 1,069            1,068                検査に伴う消耗品代及びメンテナンス委託料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射性物質検査体制の整備 1,833            1,832                検査員賃金及び社会保険料等

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 玉川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075027 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射性物質検査体制を、消費者の方々に更なる利用しやすい環境に整備する。放射能に関して知識や知見を得て、消費者へ情報提供する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射性物質検査体制を、消費者の方々に更なる利用しやすい環境に整備する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,832                     

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       1,953                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 5,485          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 5,520          千円 20年度差 5,510          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 1,832            千円

平成2５年度の消費者行政予算 8,420            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 35              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 185               千円

平成20年度の消費者行政予算 10                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,367            3,312                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

消費者被害未然防止啓発　放射能簡易検査関連 1,190            1,188                消耗品　校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易検査 2,177            2,124                委託料・社会保険料（人件補助）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 平田村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075035 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の安心・安全を確保するため放射能簡易検査等

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者被害未然防止のため啓発事業取組　　消費者の安心・安全を確保するための取組

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,920                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 55              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 55              千円 20年度差 55              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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,367            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,312          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 1,020          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,020            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,451            2,657                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

高齢者･若者を対象とした啓発活動、消費者被害防止の
ための広報強化、啓発活動を実施
消費者の食の安全･安心を確保するため、消費者の身近
なところで食品等の放射性物質を検査する体制の整備

1,293            1,271                
啓発用のぼり旗、ウェットティシュ、うちわ等の購入
食品放射能測定機器校正費
食品放射能測定用消耗品代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査す
るための臨時職員賃金

4,158            1,386                食品放射能測定臨時職員賃金

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 浅川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075043 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査するため、臨時職員を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） 中学生への啓発、夏の花火大会、フェスティバル、ＰＴＡ大会等各種事業の際に消費者行政啓発活動を展開する。

（強化）
消費者の食の安全･安心を確保するため、消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査する体制を整備する。
各種事業の際の啓発活動のほか、月に２度実施する防犯街頭活動とタイアップし、町内各地で啓発活動を展開する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,386                     

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       1,953                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 2,794          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 2,794          千円 20年度差 2,239          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 1,386            千円

平成2５年度の消費者行政予算 5,451            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,657          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 1,229          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,229            千円

平成20年度の消費者行政予算 555               



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,636            1,635                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自家用野菜等の放射能簡易検査の実施に係る検査機用消 259               258                  消耗品等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家用野菜等の放射能簡易検査の実施に係る臨時職員雇 1,377            1,377                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 古殿町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075051 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能検査人件費

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射能検査にかかる費用

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,377                     

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       1,920                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 383             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 383             千円 20年度差 383             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 1,377            千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,018            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,635          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 200             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 200               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 15,665          3,897                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質検査体制の整備 3,557            1,498                食品等の放射性物質測定に係る消耗費及び保守料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

消費者生活啓発用冊子を全戸及び成人者へ配布 423               399                  消費者生活啓発用冊子購入費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査体制の整備 11,685          2,000                食品等の放射性物質測定に係る人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 三春町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075213 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存） なし

（強化） 消費者行政や相談窓口の周知及び消費者への啓発を年2回、消費者生活啓発用冊子を購入し全戸及び新成人に配布を行う。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者の食の安全・安心を確保するための食品等の放射性物質測定体制の強化

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 消費者の食の安全・安心を確保するための食品等の放射性物質測定体制の強化

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,000                     

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       2,112                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 11,360         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 11,768         千円 20年度差 11,745         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 2,000            千円

平成2５年度の消費者行政予算 15,665          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,897          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 408             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,564          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,972            千円

平成20年度の消費者行政予算 23                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,157            3,151                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射能簡易分析機器による食品の放射能分析、消費者
啓発用パンフレットの配布および無料法律相談会の開催

1,202            1,199                
放射能分析事業用消耗品費、役務費
消費者啓発事業用および無料相談会開催用消耗品費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の資質向上のため、各種研修会へ参加する。 55                54                    研修参加に係る旅費、資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析機器による食品の放射能分析 1,900            1,898                放射能分析事業人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 小野町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075221 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析機器により食品の放射能分析を行い、住民の安全・安心を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析機器により食品の放射能分析を行い、住民の安全・安心を図るとともに、パンフレットによる消費者啓発や法律専門家による無料法律相談会を行う。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 国民生活センター等が実施する消費者行政職員研修職員講座等に職員を参加させ、職員の資質向上を図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円1       1,898                     

1       1,920                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

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

実施形態

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）

法人募集型

実地研修受入人数



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

人

具体的内容

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数

相談員数 人

平成25年度末予定

処遇改善の取組

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人

相談員数 人

人

③就労環境の向上

①報酬の向上

平成25年度末予定 相談員数 人

相談員総数 -      

1,898            千円うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定

3,388            千円

3,151          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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

416               千円平成2４年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

414             千円

千円

2                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 237             千円 20年度差 237             千円 前年度差 235             千円

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 -             7,843                 7,843 -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品等における放射能簡易分析事業
法テラスによる専門家相談窓口

            5,719                 5,719 光熱水費、消耗品費、機器校正費、謝礼、交通費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等における放射能簡易分析事業             2,124                 2,124 人件費(1名分)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）

④消費生活センター機能強化事業
（地方苦情処理委員会活性化事業）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 広野町

①消費生活センター機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075418 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 一般食品等の放射能簡易分析の検査態勢の強化、検査スタッフの育成を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 広野町町民の食品に対する安全・安心をより確保するため、検査の実施。法テラスふたばにおける専門家相談窓口の開設。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催支援）
（既存）

（強化）

④消費生活センター機能強化事業（地方苦情処理委員会
活性化事業）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（商品テスト等）
（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整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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

1       2,124                     

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       1,920                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -46             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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算             7,843 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費           7,843 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 1,280          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,280            千円

平成20年度の消費者行政予算 46                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 5,511            5,511                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質検査体制の整備、
消費者行政啓発に係るリーフレットの配布

3,387            3,387                
放射性物質検査に伴う消耗品費・校正費
　同 検査機能向上費,リーフレット印刷費等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査員の配置 2,124            2,124                放射性物質検査に伴う人件費【1人分2,124千円】

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 楢葉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075426 平成 25 年度

事業名 事業の概要 変更前事業額 変更後事業額 対象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 原発事故以後の消費生活・消費者意識の変化に伴う町民からの要望に対応する為、放射性物質検査員を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
原発事故以後の消費生活・消費者意識の変化に伴う町民からの要望に対応する為、放射性物質検査体制を整備する。町民を対象と
し、悪質商法や詐欺等の被害を予防する為、消費者向け教育啓発活動を実施する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,386                     

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



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24年度末 相談員数 - 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 - 人 平成25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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

前年度差 -1,007         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 1,432          千円 20年度差 1,423          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 2,124          千円

平成2５年度の消費者行政予算 6,943          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,511          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 2,439          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 247             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,686          千円

平成20年度の消費者行政予算 9                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 50,164          23,678              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

福島県より貸与された放射能簡易測定器を活用し、消費
者の食品に対する不安解消を目的とし測定業務を行う

25,398          21,909              
測定業務に係る経費(消耗品費900,000円減、委託料、備品購
入費4,200,000円増)　※ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器購入に係る増

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
福島県より貸与された放射能簡易測定器を活用し、消費者の食品に対する不安解消
を目的とし測定業務を行いつつ、人材育成に努める 24,766          1,769                測定業務に係る経費(賃金)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 富岡町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075434 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 放射能に関する知識をより深め、区域見直し後の町内での測定業務を実施できる人材育成に努める。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 警戒区域見直しにより、区域再編されることにより町内での作付等も今後出てくることから、食品の放射能簡易測定器を増設し体制を強化する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,769                     

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       1,952                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 16,890         千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 26,486         千円 20年度差 26,481         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 1,769            千円

平成2５年度の消費者行政予算 50,164          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 23,678         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 9,596          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,400          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 10,996          千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 41,425          41,424              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品放射能簡易検査事業 41,425          41,424              
消耗品等管理経費3,300千円、校正費2,124千円
食品放射能検査場建設事業36,000千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 川内村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075442 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 帰村宣言をし、徐々に少人数ながら帰村者率が増加をしてきている。その中で今年度からは、作付制限を解除することもあり、より強化な体制づくりとしたい。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 -49             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 1                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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 41,425          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 41,424         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 50              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,000          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,050            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 887               799                  -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品の放射線簡易分析事業 887               799                  分析に係る消耗品費・メンテナンス(真度校正）費用

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 大熊町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075451 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 食品の放射線簡易分析事業(消耗品の購入、機器の校正）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 67              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 88              千円 20年度差 88              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2５年度の消費者行政予算 887               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 799             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 21              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 200             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 221               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 3,880            3,880                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

自家消費野菜等の食品などの放射能簡易分析検査を実
施することで町民の食の安心・安全を確保するため

1,955            1,955                需用費（65千円）、機器校正委託料（1,890千円）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
「食の安心・安全」に資するための検査体制及び消費生
活相談体制の充実化を図るため

1,925            1,925                臨時職員人件費（1名）：賃金1,677千円、社会保険料248千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 双葉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075469 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 「食の安心・安全」に資するための検査体制及び消費生活相談体制の充実化を図るため臨時職員を配置する

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 自家消費野菜等の食品などの放射能簡易分析における消耗品費及びメンテナンス等に係る経費

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       1,925                     

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       1,899                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 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 1,925            千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,880            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,880          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 250             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 250               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 23,645          23,422              -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品等の放射能簡易分析業務の整備 21,380          21,298              
食品放射能分析装置に係る消耗品　　１，８００千円
食品放射能分析装置校正費　　　　　　１，２２８千円
ゲルマニウム半導体検出器購入　　　　１８，２７０千円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能簡易分析に伴う人件費 2,265            2,124                臨時職員賃金１名分

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 浪江町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075477 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 食品等の放射能分析業務、食品等（特に飲料水）の詳細な放射能分析業務

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射能分析業務、食品等（特に飲料水）の詳細な放射能分析業務

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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

1       2,124                     

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       1,891                     

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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 163             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 223             千円 20年度差 223             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 2,124            千円

平成2５年度の消費者行政予算 23,645          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 23,422         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 60              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,200          千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,260            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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,609            1,609                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

放射性物質検査体制の整備、消費生活相談窓口の強化を図る
ため、専門家に派遣を依頼する。

1,609            1,609                旅費、消耗品代、機器メンテナンス委託専門家謝礼

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 新地町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075612 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化）
消費者の食に対する、不安を無くし、安全・安心な生活を送る事が出来るように、食品の放射性物質の検査を強化する。また、各種専門家
の派遣により、消費生活相談体制の強化を図る。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -408           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -                千円 20年度差 -74                     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2５年度の消費者行政予算 1,609            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,609          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 408             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 408               千円

平成20年度の消費者行政予算 74                



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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 11,447          4,506                -

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（消費者の安心・安全を確保するための取組）

食品等の放射性物質測定体制の強化、充実 11,447          4,506                測定器および測定にかかる消耗品費、機器点検校正費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 飯舘村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075647 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための
事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

（既存） なし

（強化） 正確な測定を維持するための機器点検、校正の実施

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25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24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

前年度差 6,256          千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 6,941          千円 20年度差 6,941          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2５年度の消費者行政予算 11,447          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,506          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 685             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,485            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  


