
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

4,800             

2,283             

事業経費事業の概要

2,283                
消費生活相談員スーパーバイズ業務委託費、被災地への専門
家派遣事業にかかる謝礼、旅費等

4,800                

平成 25041009自治体コード

消費生活相談員スーパーバイズ業務、専門家派遣事業

センター拡充工事請負費

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

都道府県名 宮城県 市町村名 仙台市

事業名

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談員研修会

事務室改修工事費

200 講師謝礼 旅費200

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）

828               
国民生活センター相談員研修、メンタルヘルス対策、消費
者教育講座、基金等説明会

消費者啓発拡充、多重債務対策、消費者教育推進、消費
者行動研修会、各種媒体を活用した消費者教育、見守り
事業、食品の放射性物質検査

89,468           

相談員の増員・報酬の改定

食品ロスの削減、適格消費者団体設立の促進

1,124                

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）

増員分相談員の報酬・平成22年度からの報酬改定分×1/2⑧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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 -

消費生活パートナー事業

啓発物資購入・印刷、講習会等講師謝礼、講座開催委託料、消
費生活センターHP製作委託料、WEB教材、アプリ製作委託料、
放射性物質検査委託料等、放射性物質検査にかかる消耗品、
検査にかかる人件費等

32,997               64,337           

パートナー研修会等講師謝礼、啓発物資購入・印刷、啓発物資
郵送料

-

9,200             9,200                

研修等参加旅費・負担金、相談員メンタル対策

6,696             

54,564               

1,124             

相談員研修会 200                 

3,348                

講師謝礼、旅費200              ⑥消費生活相談員等ﾚﾍ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催）

612                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑦消費生活相談員等 ﾞ ﾟ事業（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）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

（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

（既存）

（強化） 消費生活センター施設の拡充工事

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）

事業名

消費生活相談員スパーバイズの活用による相談体制の強化、被災地への専門化派遣事業

なし

（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）

一部相談員のみが参加

なし

（強化） 相談員研修会を開催し、相談員1人1人のスキルアップ

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）

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

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）

（既存）

（既存）

（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）

（強化）

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

（既存）

（強化）

（強化）

①リーフレットの購入、講習会等開催費用等
②消費生活センターHPの作成、消費者教育用教材WEB版、アプリの作成、高齢者の見守り事業、放射性物質に関する検査等の強化

（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）

なし

（既存）

部相談員 み 参加

エコクッキングの開催、パンフレットの作成、啓発DVD作成、当該事業内容のHPのコンテンツ作成・掲載、適格消費者団体設立にかかる費用

平成21年度1人増員、平成22年度さらに1人増員。平成22年度から報酬額の改定

①消費者啓発、多重債務対策、消費者教育推進：あり(リーフレットの作成等)②各種媒体を活用した消費者教育、見守り事業、食品の放
射性物質検査：なし

平成20年度末で10人体制

平成23年度から引き続き、消費生活パートナー事業の実施

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．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

実施形態

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

2       

法人募集型

2,880                      

参加者数

研修参加・受入要望

人

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

人

人 千円

対象人員数計

12     

対象人員数
（報酬引上げ）

10     

追加的総費用

6,698                      



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

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

平成2４年度の消費者行政予算

消費生活相談員の配置 平成24年度末

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 46,162         

12相談員総数 人

-                  

120,307         

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

62,647         

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

相談員総数平成25年度末予定12

千円

20年度差

54,564         

24,702         

千円

千円

千円

108,809         

平成20年度の消費者行政予算 41,041           

3,096           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 5,211             千円

千円 前年度差65,743         千円

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員 相談員数 -      

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

平成24年度末

平成24年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

12    

12  相談員総数 人 人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定12  

○

○ 消費生活センター施設の拡充による休憩スペース等の確保

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

平成24年度末

人

人

-      

12    

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

前年度より継続して相談員が年１回国民生活センターの研修に参加できるよう支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

45                 

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 石巻市 042021自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

執務参考資料図書等45                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談業務環境整備の強化

331               国民生活センター等が主催する相談員研修

・報酬
・社保料、通勤手当

⑧消費生活相談体制整備事業

・農産物の放射性物質検査体制の整備
・被害防止のための啓発

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 9,572             -

・相談員の増員（１名）
・既存相談員の勤務日数及び勤務時間の拡大（4名）

・放射性物質測定機器検査経費等
・ラジオ放送委託、新聞広告、パンフレット作成費

4,166                

旅費・受講料

4,166             

-

331                   

5,030             

9,572                

5,030                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 相談業務環境の更なる強化を図るため、執務参考図書を購入

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

相談業務環境の更なる強化を図るため、平成24年度は執務参考図書及び消耗品を購入

（強化）

県外で実施される資格取得や専門研修などについては 相談員の自費により参加

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）

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）

（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） 国民生活センター等が主催する研修に相談員が参加できるよう旅費等を支援

（既存）

（既存）

なし

消費生活相談員３名

放射性物質検査機器を活用し、農産物の放射性物質検査体制を整備することにより、食の安全・安心を確保する。ラジオ放送・新聞広
告により注意喚起を行うなどの情報提供を積極的に行う。

（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）

（強化）
消費者庁創設に伴い、増大する業務を円滑に実施するため、相談員を１名増員するとともに、消費者庁への情報を迅速に行うためのＰＩ
Ｏ－ＮＥＴへの入力や消費者教育・出前講座などを積極的に開催するために、相談員の勤務日数及び勤務時間を拡大する。

（強化）

県外で実施される資格取得や専門研修などについては、相談員の自費により参加



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

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

人

法人募集型

人日

1,085                      

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

4       

人

人 千円4       

対象人員数
（報酬引上げ）

5,030                      

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

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 6,179           

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

費 相談員 成 度

3,359           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

13,016           

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-1,335         

相談員総数

千円

千円20年度差

9,572           

平成20年度の消費者行政予算 4,779           

9,538           平成2４年度の消費者行政予算

85               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 5,030           千円

千円 前年度差3,444           

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

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      

4      相談員総数 人 人

4      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

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

研修参加費用について支援する。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

50                 

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 塩竈市 042030自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

50                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

消費生活センター拡充を図るための執務参考資料等購入

⑧消費生活相談体制整備事業

・学校給食等において、国・県が行う定期検査を補完する
ためのモニタリング。また一般市民持ち込みの食材等の
放射性物質の測定検査。・消費者の問題解決能力向上
を図るための啓発用資料作成等

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 6,318             -

検査委託料、検査機器メンテナンス関係費、需要費、消費者教
育関連資料印刷費等

4,316                6,268             

-4,366                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費生活センター拡充を図るための執務参考資料等購入

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

なし

（強化）

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）

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）

（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）

（既存）

（既存）

・放射性物質検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・なし

・放射性物質検査機器メンテナンス等に係る費用　　 ・消費者の問題解決能力向上を図るための啓発用資料作成等（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）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．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

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

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 6,370           

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

費 相談員 成 度

-                  

3,576           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

-                  

6,688             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

1,104           

相談員総数

千円

千円20年度差

4,366           

平成20年度の消費者行政予算 1,218             

9,946             平成2４年度の消費者行政予算

-1,254         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 4,266             千円

千円 前年度差2,322           

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

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

1      

1      相談員総数 人 人

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

執務参考図書の整備 30                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費生活関連参考図書等

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 気仙沼市 042056自治体コード 年度

30                 

事業経費事業の概要

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

646                   646               

2,431                

945                   旅費、受講負担金

810               

消費生活相談員の年間勤務時間の増加を図ることにより
相談機能の充実を図り、併せて消費生活相談員の待遇
改善を行う。

①610千円～冊子「くらしの豆知識」、啓発用リーフレットの購入
②200千円～検査機器校正費、検査に関わる事務消耗品等

810                   

-

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

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地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）

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）

報酬、共済費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)⑧消費生活相談体制整備事業

①消費者教育、啓発用冊子等の配付
②放射性物質検査に係る機器のメンテナンス費用等

2,431             -

945               国民生活センター等が実施する研修への参加



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

県内の研修に予算の範囲内での参加

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

事業名

なし

（強化）

（強化）

（強化）
〔21、22、23、24年度〕相談室の改修や机、椅子、保管庫等の備品及び執務参考図書を整備し、相談業務環境を改善した。
〔25年度〕引き続き、消費生活相談業務に必要な執務参考図書を購入する。

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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）

（既存）

（既存）

全相談員(2名)の年間総勤務時間数～3,016時間(内訳：相談員2名が在籍し、2名とも1週あたりの勤務時間数は29時間)
総報酬額～2,928,000円。待遇等～健康保険、厚生年金、雇用保険加入。

（強化）

県内 研修に予算 範囲内 参加

（既存）

なし

〔21、22、23、24年度〕消費者被害の未然防止を図るため、啓発用冊子「くらしの豆知識」を購入し、新成人や民生委員等への配付や金
融機関等の窓口に配置した。23年度については、「くらしの豆知識」の他に各自治会組織へ「消費者啓発用回覧板」を配付している。
〔25年度〕①引き続き「くらしの豆知識」や啓発用リーフレット等を購入し、消費者教育・啓発に活用する。②市民向けに食品等の放射性
物質検査を実施しており、検査機器のメンテナンス等に基金を活用する。

（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）

（既存）

（強化）

（強化）

全相談員(3名)の年間総勤務時間数～2,574時間(内訳：相談員3名が在籍し、内2名は1週あたりの勤務時間数は21.75時間であり、内1
名は1週あたりの勤務時間数は6時間である)　総報酬額～2,725,200円。待遇等～雇用保険加入。

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）
（強化）

21年度から基金を活用し、相談員及び消費者行政担当職員が専門知識を習得するための国民生活センター等で主催する研修に参加
しており、25年度についても引き続き、消費生活相談員の旅費や受講負担金を支援し、レベルアップを図る。

（既存）

（既存）

（既存）

（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）

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

（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）



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

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

自治体参加型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

研修参加・受入要望

参加者数

実施形態

人

年間研修総日数

2       

法人募集型

442                        

人日

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

646                        

対象人員数計 追加的総費用

2       



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

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 646               千円

3,126           20年度差千円 前年度差 -                 千円

平成20年度の消費者行政予算 2,606             

2,431           

520             

千円

千円

千円

千円

相談員総数

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

相談員総数

5,557             

うち基金（交付金相当分）対象経費

3,126           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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

平成2４年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

2,084           

5,210             

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

○

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24年4月から、健康保険と厚生年金への加入

研修参加のため旅費と受講負担金を支援

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

○

○
平成24年4月から、勤務時間の増加(週21.75h→週29時間)に伴う報酬額の増額(月額報
酬額91,000円→122,000円、時給965円→970円)

平成24年度末

人

人2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      人2      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

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

平成24年度末

平成24年度末

消費生活相談員の配置 平成24年度末

うち定数内の相談員 相談員数



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

103               

事業経費事業の概要

都道府県名 宮城県 市町村名 白石市

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

平成 25042064自治体コード

執務参考資料購入他

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

消費生活相談窓口を拡充し相談事業を強化する。 103                   

28                 相談員の県内での研修への参加を支援（１名）する。

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発を図る。
食の安全・安心に関する事業を実施する。

3,602             

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）

H23まで月額67,000円*12月→H24から月額80,000円*12月の差額分消費生活相談員報酬を２０％引上げる。

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 -

啓発強化のための小冊子（パンフレット）購入費
食品等放射能検査消耗品・放射性物質検査機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・冬季暖房代

2,511                

-

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

研修参加に必要な旅費、研修費

2,511             

960               

2,798                

156                   

28                     



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化） 相談事業を強化するための執務参考資料（図書等）購入他。

事業名

なし

（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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

なし

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

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）

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）

消費生活相談員の報酬を引上げる。

（既存）

（既存）

（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）

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

（既存）

（強化）

（強化）

各戸配布用に悪徳商法被害防止のパンフレットを作成する。食の安心・安全に関する事業（放射能関連）を実施する。（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）

なし

なし

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．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

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

実施形態

参加者数

研修参加・受入要望

人

人日

人日

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人

人 千円1       156                        

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

1       



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

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

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

2,475           

費 相談員 成 度 相談員総数

3,684             

うち基金（交付金相当分）対象経費

974             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

相談員総数

千円

20年度差

2,798           

-292            

千円

千円

千円

3,449             平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 1,178             

-88             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 156               千円

千円 前年度差886             千円

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 相談員数

消費生活相談員の配置 平成24年度末

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

平成24年度末 人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

1      相談員総数 人 人相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

1      人

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成24年度末

○

○ 消費生活相談員報酬を20％引上げる。

平成24年度末

人

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

研修参加に必要な旅費・研修費を支援する。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

158               

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 名取市 042072自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

執務参考図書、事務用備品の購入50                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談窓口機能強化

174               相談員がレベルアップを図るための研修会等への参加（2名

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 1,245             -

消費者啓発用小冊子、パンフレット、ポケットティッシュの作成797                   

旅費、負担金

913               

-

116                   

963                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 消費生活相談員の相談業務に活用するための執務参考図書、事務用備品を購入し相談窓口の強化を図る。

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

消費者生活相談に関する判例集等を購入し、相談業務に活用する。

（強化）

市町村消費生活相談員連絡協議会が開催する研修会への相談員参加支援（２名）

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）

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）

（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） 国民生活センター等が開催する研修会への相談員参加支援（2名）

（既存）

（既存）

契約トラブル防止パンフレット等作成。

消費者啓発用小冊子、パンフレット、ポケットティッシュを作成し消費者被害防止のための啓発活動を実施する。（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）

（強化）

（強化）

市町村消費生活相談員連絡協議会が開催する研修会への相談員参加支援（２名）



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

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

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1,032           

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

費 相談員 成 度

5,159           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

6,125             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-84             

相談員総数

千円

千円20年度差

963             

平成20年度の消費者行政予算 5,246             

6,191             平成2４年度の消費者行政予算

3                 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5,162           

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

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

2      

2      相談員総数 人 人

2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      

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開催の研修会参加のための旅費、負担金支援

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 角田市 042081自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

報酬、社会保険料⑧消費生活相談体制整備事業

放射性物質測定機器のメンテナンス費用等

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 2,201             -

相談員1名の増員

放射性物質測定用品（マリネリ容器、ビニール袋等）購入費、検
査機器校正費

800                   1,000             

-

1,201             

2,001                

1,201                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

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）

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）

（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）

（既存）

（既存）

なし

相談員1名

食に対する安全安心のため、放射性物質測定機器を配置する。（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）

（強化） 増加する消費生活相談に対応するため、相談員を1名増員するもの

（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

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

人

法人募集型

人日

960                        

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

1       

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

―

960                        

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

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 1,701           

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

費 相談員 成 度

979             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

2,671             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-503            

相談員総数

千円

千円20年度差

2,001           

平成20年度の消費者行政予算 1,173             

2,680             平成2４年度の消費者行政予算

-309            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 1,201             千円

千円 前年度差670             

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

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

2      

2      相談員総数 人 人

2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

15                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談窓口の機能強化

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

執務参考図書の購入費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 多賀城市 042099自治体コード

事業経費事業の概要

年度

15                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

188                   

2,153             

16,991               

2,153                

旅費、負担金

14,693           

-

消費者行政強化のための人的体制整備（相談員１名増
員）

啓発用チラシ、啓発用品の購入費。放射能測等定業務委託
料、郵送料、測定機器保守点検料、消耗品購入費。

14,635               

17,049           -

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

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地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）

報酬、社会保険料、通勤手当、時間外勤務手当⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発。
市民持込食材、学校給食等食材の放射能測定

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） 188               
国民生活センター等が主催する相談員研修への参加支
援



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

消費者行政担当者・消費生活相談員の研修は 県内研修の参加に留まっている

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

平成２４年度において、執務環境強化のため、執務用参考図書を整備した。

（既存）

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）

（強化） 平成２５年度においても引き続き、相談業務に必要な執務参考図書を整備し、相談体制を強化する。

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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

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） 相談件数の増加やＰＩＯ－ＮＥＴ入力業務等に対応するため、相談員１名増員（平成２１年４月任用）

（強化）

消費者行政担当者・消費生活相談員の研修は、県内研修の参加に留まっている。

（強化）

庁内窓口や各種イベント、出前講座等で配布する消費者被害防止の啓発用リーフレット・啓発用品等購入。
食品の安全性に対する自民の不安解消を図るため、市民が自家消費用として栽培・採取・飼育・捕獲した食材及び小中学校・保育所給
食食材の放射能測定業務を委託する。

（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）

（既存）

（既存）

なし

消費生活相談員１名

（強化） 相談員等消費者行政担当者の県外研修への参加旅費、負担金を支援。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

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



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

実地研修受入人数 -              

年間実地研修受入総日数

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,432                      

-              

-              

研修参加・受入要望実施形態

参加者数 -              

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

人

人 千円2,153                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

1       



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

-1,135         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 2,153             千円

千円 前年度差2,503           

15,018           平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 2,120             

千円20年度差

16,991         

千円

383             

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

19,494           

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

3,638           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 11,380         

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

研修参加のための旅費、負担金を支援

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人2      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      人2      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

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

うち定数内の相談員



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

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 岩沼市 042111自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談員（1名）報酬　（週2日から週3日へ増）⑧消費生活相談体制整備事業

放射性物質検査機器の維持管理

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 881               -

相談窓口開設日数の拡大
（平成21年4月から週3回へ増）

放射性物質検査機器メンテナンス費用等500                   500               

-

381               

881                   

381                   

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

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）

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）

（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）

（既存）

（既存）

なし

相談員1名（週2日・H20まで）

食品等の放射性物質検査を円滑に実施するため検査機器メンテナンス費用等に充当。（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）

（強化） 一元的相談窓口への加入により見込まれる相談件数の増加に対する相談窓口開設日数を週2日から週3日へ拡大（H21より）。

（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

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

人

法人募集型

人日

288                        

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

1       

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

381                        

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

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 881             

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

費 相談員 成 度

-                  

1,018           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

-                  

1,898             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-48             

相談員総数

千円

千円20年度差

881             

平成20年度の消費者行政予算 1,065             

1,899             平成2４年度の消費者行政予算

-1               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 381               千円

千円 前年度差1,017           

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

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

-      

-      

1      

1      相談員総数 人 人

1      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

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

県・国セン等が主催する研修会へ参加できる環境を整える。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

年度

186               

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 登米市 042129自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

専門家による講習会を実施し 相談業務のレベルアップ

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

通勤手当の支給186                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談員の通勤手当支給

482               相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟのための各種研修への参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための各種教育・啓発事業

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 3,000             -

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

1,782                

専門家による講習会を実施し、相談業務のレベルアップ
を図る

550               

旅費

1,782             

-

482                   

3,000                

550                   相談業務のための専門家による助言・指導謝礼⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 通勤手当を支給

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

通勤手当がなかった

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

研修は相談員の自費により参加

なし

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）

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）

（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） 県内、県外研修に参加できるように旅費・負担金を支援する。

（既存）

（既存）

啓発用リーフレットを自前で作成。

各種啓発事業の実施やﾘｰﾀﾞｰ養成講座、フォローアップ講座等啓発事業を実施し市民の意識の高揚を図る。ｺﾐｭﾆﾃｨFMを活用し、市
民に対し広く消費者行政の啓発を実施する。

（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）

（強化）

（強化）

研修は相談員の自費により参加。



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

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

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 3,000           

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

費 相談員 成 度

4,424           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

7,424             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

-107            

相談員総数

千円

千円20年度差

3,000           

平成20年度の消費者行政予算 4,531             

7,424             平成2４年度の消費者行政予算

-                 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 186               千円

千円 前年度差4,424           

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

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

-      

-      

3      

3      相談員総数 人 人

3      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定3      

平成24年度末

○

○ 平成21年度から通勤手当を支給

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

国民生活センターによる消費生活相談員専門事例研修会や宮城県によるレベルアップ
研修会への研修旅費等を支給するなど積極的な研修参加を促す。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 栗原市 042137自治体コード

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

593                   

5,582             

9,376                

5,582                

消費生活相談員養成講座等

3,235             

-

相談員の配置（２名）
相談員の養成（１名）

悪質商法対策リーフレット
啓発用備品
【一般会計予算】
食品等放射線測定精度維持

3,201                

9,410             -

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）
※先駆的事業は当該欄に記載

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地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）

消費生活相談員の配置（２名）
消費生活相談員の養成（１名）

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害防止のための啓発
食品の安全・安心の確保

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） 593               各種研修参加



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

なし

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（既存）

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）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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

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） 消費者庁創設に伴い増大する業務を円滑に実施するため、相談員２名を配置したほか、相談員の養成を図る。

（強化）

なし。

（強化）

消費者被害防止のため市民向け啓発セミナー、リーフレットの作成を図り、消費者被害の防止を図る。（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）

（既存）

（既存）

なし。

なし。

（強化） 消費生活相談員の研修参加を支援し、レベルアップを図るとともに、相談員の養成のため研修参加を支援する。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

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



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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

3       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

4,539                      

57            

研修参加・受入要望実施形態

参加者数 3              

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

人

人 千円5,582                      

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）

3       



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

-                 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 5,584             千円

千円 前年度差121             

6,536             平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 156               

千円20年度差

9,376           

千円

-35             

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

9,497             

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

121             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 6,415           

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

国民生活センター等が開催する各種講座に係る旅費等を負担

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

-      

2      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      人2      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

2      

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

うち定数内の相談員



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）

10                     

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

執務参考図書の購入、事務用品の整備

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

9,253                報償費（謝金）、旅費（費用弁償）

執務参考図書、事務用品の購入

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 東松島市 042145自治体コード

専門家謝金、旅費

事業経費

9,253             

事業の概要

年度

20                 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

14                     

1,512             

10,033               

756                   

旅費

-

消費生活相談員１名増員し週５日相談窓口を開設

10,825           -

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

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地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）

報酬⑧消費生活相談体制整備事業

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） 40                 研修参加のための旅費支援



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

相談員の研修参加を支援

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

相談員用執務参考図書を購入し業務に活用したほか必要な事務用品を購入し資料の整備を図った。

（既存）

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）

（強化） 更なる窓口機能強化のため執務参考資料等を整備するほか各種広告媒体を活用した広報周知に取り組む。

事業名

被災地での相談内容の複雑化・高度化に対応するため各分野の専門家を法テラス東松島市に派遣し相談窓口の整備強化を図る。
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存） なし

（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

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） 多様化する相談内容や増加する相談件数に対応するため２名体制（うち１名基金対応）で一週間を通して窓口を開設し相談に対応するもの。

（強化）

相談員の研修参加を支援。

（強化）

（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）

（既存）

（既存）

消費生活相談員２名（うち１名基金対応）

（強化） 相談員等の更なるレベルアップのため、研修参加機会を増強する。

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

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



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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

1       

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

1,200                      

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



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

790             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 9,380             千円

千円 前年度差804             

1,585             平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 803               

千円20年度差

10,033         

千円

1                 

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

10,837           

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

14               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 1,571           

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

研修参加のための旅費支援

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

-      

2      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定2      人2      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

2      

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

うち定数内の相談員



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

110               

事業経費

420               

事業の概要

弁護士アドバイザー研修実施

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 大崎市 042153自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

420                   弁護士謝礼

相談員用参考図書代110                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

相談員用参考図書購入

663               相談員・職員の研修参加支援

賃金，社会保険料（雇用主負担分）⑧消費生活相談体制整備事業

放射性物質検査用機器のメンテナンス費用

消費者啓発用冊子・パネル等の購入及び作成
消費生活地域リーダーの養成

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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 4,840             -

消費生活相談員雇用

放射性物質検査機器用消耗機材費（123）
検査機器校正手数料（277）
啓発用冊子購入代，相談窓口案内カード・パネル作成等（963）
講師謝礼（200）

1,563                

研修旅費，研修負担金

1,563             

-

594                   

2,084             

4,771                

2,084                

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（既存） 弁護士アドバイザー研修を実施し，相談員の高度で専門的な案件への対応力を強化した。

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 参考図書を購入して相談員の知識を向上し，センターの一層の機能強化を図る。

事業名

弁護士アドバイザー研修を継続して実施し，相談員の高度で専門的な案件への対応力を強化する。
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

日々複雑化・高度化する消費生活相談に対応する新たな情報を取得するための参考図書の購入を要する。

（強化）

研修参加回数を増加（相談員分7回 職員分2回）し 研修参加支援を強化した

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）

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）

（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） 研修参加回数を増加（相談員分7回，職員分3回）し，研修参加支援を強化する。

（既存）

（既存）

1)食の安全性に対する消費者の不安解消のために，前年度放射性物質検査機器1台を購入。
2)消費者被害の未然防止を目的に，出前講座，消費者リーダー養成講座を開催した。

消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で増大する業務を円滑に実施するため，新たに増員した相談員（1名）の雇用を継続した。

1)食の安全性に対する消費者の不安解消のため導入した放射性物質検査機器の校正と消耗品の購入を行う。
2)消費者被害の未然防止を目的に，啓発用冊子・パネル・カードを作成し出前講座，消費者リーダー養成講座等で配布・啓発する。

（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）

（強化） 消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で増大する業務を円滑に実施するため，新たに増員した相談員（1名）の雇用を継続する。

（強化）

研修参加回数を増加（相談員分7回，職員分2回）し，研修参加支援を強化した。



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

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

人

法人募集型

人日

1,680                      

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

1       

人

人 千円1       

対象人員数
（報酬引上げ）

2,084                      

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

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 4,462           

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

費 相談員 成 度

-                  

7,602           

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

-                  

14,170           

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

2,533           

相談員総数

千円

千円20年度差

4,771           

平成20年度の消費者行政予算 6,866             

12,064           平成2４年度の消費者行政予算

1,797           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 2,084             千円

千円 前年度差9,399           

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

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      

4      相談員総数 人 人

4      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

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

○

○ 相談員の内1名を主任とし，月給5,000円増額を昨年度から継続。

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

国セン研修参加回数を相談員1人当たり2回を確保し，研修参加支援を強化する。

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

849                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

消費生活相談窓口の機能強化を図るため、事務機能の
整備等を行う。

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

執務参考図書の購入費、報酬、共済費

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 蔵王町 043010自治体コード

事業経費事業の概要

年度

849               

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

36                     

1,358                

旅費、負担金

473               

-

食品等放射能検査装置保守点検、消費者啓発チラシ作成473                   

1,362             -

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

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地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）

⑧消費生活相談体制整備事業

食品等放射能検査装置保守点検・消費者トラブル意識啓
発

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） 40                 
国民生活センター等が主催する相談員研修への参加支
援



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

県内で行われる研修会へ参加

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

なし。

（既存）

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）

（強化） 相談窓口強化のため、執務参考資料等の整備など行う。

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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

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）

（強化）

県内で行われる研修会へ参加

（強化）

食品等放射能検査装置保守点検や消費者トラブルの意識啓発を行う。（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）

（既存）

（既存）

なし。

（強化） 相談員のレベルアップに向けた内容の研修への参加を強化

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

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



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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



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

-                 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 839               千円

千円 前年度差4                 

2,147             平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 -                  

千円20年度差

1,358           

千円

4                 

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

1,362             

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

4                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 2,143           

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

前年度の参加研修内容より、レベルアップに向けた内容の研修への参加を強化

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

○

平成24年度末

人

人

-      

1      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      人1      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

1      

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

うち定数内の相談員



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ宿町 043028自治体コード

事業経費事業の概要

年度

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

800                   

800               

-

検査機器校正委託料　８００，０００円800                   

800               -

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

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地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）

⑧消費生活相談体制整備事業

放射性物質検査機器のメンテナンス費用

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

（既存）

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）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（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

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）

（強化）

（強化）

食品放射能測定システムを有効かつ正確に運用するために機器の校正を行う（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）

（既存）

（既存）

なし

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（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）

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



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

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

人

人日

追加的総業務量（総時間）

人

法人募集型

人日

研修参加・受入要望実施形態

参加者数

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

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（報酬引上げ）



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

-                 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-                 

399               平成2４年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 -                  

千円20年度差

800             

千円

-                 

相談員総数

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

千円

千円

相談員総数

-                  

800               

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

-                 

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

費 相談員 成 度

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 399             

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

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①報酬の向上

人

処遇改善の取組

平成24年度末

平成24年度末

平成24年度末

人

人

-      

-      

-      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定-      人-      相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

-      

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

うち定数内の相談員



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

事業経費事業の概要

平成 25都道府県名 宮城県 市町村名 大河原町 043214自治体コード

事業名

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑧消費生活相談体制整備事業

①消費者被害防止のための啓発事
業

②消費者の食の安全・安心確保事
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）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

①消費者被害未然防止のための啓発指導用パンフ
レットを購入し、町民（全戸）に配布する
（事業経費950,000、基金対象経費900,000）

②消費者の食の安全・安心を確保するために、放射
性物質検査を行うための、検査機械全台（3台）のメ
ンテナンス費用等（事業経費・基金対象経費
670,000）

1,570                1,620             

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

合計 1,620             - -1,570                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

事業名

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（強化）

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）

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）

（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）

（既存）

（既存）

①平成23，24年度において、啓発用パンフレットを購入し、町内全戸に配布した。（消費者被害防止のため）

②放射性物質検査機械のメンテナンス（2台）を行い、食の安全・安心の確保に努めた。（食の安全・安心のため）

①さらなる啓発強化のために、啓発用パンフレットを購入し町内全戸に配布する。（消費者被害防止のため）

②さらなる食の安全・安心確保のため、放射性物質検査機械全台（3台）のメンテナンスを行う（食の安全・安心のため）
（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）

（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
（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）

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

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

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

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 1,200           

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

費 相談員 成 度

867             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

相談員総数

2,436             

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

57               

相談員総数

千円

千円20年度差

1,570           

平成20年度の消費者行政予算 809               

2,067             平成2４年度の消費者行政予算

-1               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866             

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

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

1      

1      相談員総数 人 人

1      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員総数

平成25年度末予定

平成25年度末予定1      

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

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043222 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

都道府県名 市町村名 村田町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活に係る相談機能を拡充 309               309                   事務用品、事務用機器の配置、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）

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） 消費者被害防止のため啓発、老人クラブ等での講座等 504               504                   消費者被害防止のため啓発資料作成

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） 消費者行政担当者の研修への参加支援 85                 85                     旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置（平成２１年度から） 960               960                   相談員報酬

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）

町民が持込む食品の放射能測定 465               465                   放射能測定器のメンテナンス、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）

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

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 - 2,323             2,323                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 平成２４年度において備品等（コピー機、ＰＣラック、参考図書等）を整備

（強化） 膨大な資料を収納する書棚、ファイルキャビネット等を設置し相談体制を強化する。

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）

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）

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） 消費生活講座開催

（強化） 消費生活講座開催

（既存） 県内研修に参加できるよう旅費・負担金を支援する
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） 県内研修に参加できるよう旅費・負担金を支援する。

（強化） 国、県、弁護士会主催の研修参加への支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 担当職員が相談受付。

（強化） 専任の相談員１名を設置し、週３日相談にあたっている。

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） 町民が持込む食品の放射能測定

（強化） 町民が持込む食品の放射能測定

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

年間研修総日数 -              人日

法人募集型

実地研修受入人数 -              人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       864                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       960                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 67                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,225             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,225           千円

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

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

平成2５年度の消費者行政予算 2,323             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,323           千円

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

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

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

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、負担金を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043231 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

都道府県名 宮城県 市町村名 柴田町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） 研修のための旅費を支給 91                 91                     研修旅費等

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）

消費者被害未然防止のための啓発物の作成
消費者の安全安心を確保するため放射性物質検査機の
保守

739               739                   
放射性物質検査用消耗品、検査機器の保守委託料、被害防止
チラシ作成等

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）

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

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 - 830               830                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（既存） 国民生活センターで開催の消費生活相談員研修に参加支援
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 国民生活センターで開催の消費生活相談員研修に参加支援

（強化） 消費生活相談員及び担当行政職員のさらなるレベルアップのための研修参加の機会を増強する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 食品安全のため放射性物質検査機器の保守

（強化） 消費者被害防止チラシの作成

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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,038             千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,526             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 612             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 914             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,900             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 830             千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,070           千円 20年度差 32               千円 前年度差 156             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043249 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

都道府県名 宮城県 市町村名 川崎町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 648               千円

平成2４年度の消費者行政予算 458               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 458             千円

平成2５年度の消費者行政予算 459               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 459             千円 20年度差 -189            千円 前年度差 1                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043419 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

都道府県名 宮城県 市町村名 丸森町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

食の安心安全のため国民生活センターから貸与された放
射性物質検査機器のメンテナンス等を行う

2,345             880                   
検査機器校正費＠340,000円、検査機器校正費＠160,000円、
検査機器校正費＠280,000円、測定システムプリンタトナー購入
費＠100,000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）

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

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 - 2,345             880                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（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） 食の安心安全のため国民生活センターから貸与された放射性物質検査機器のメンテナンス等を行う

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 － 人

年間研修総日数 － 人日

法人募集型

実地研修受入人数 － 人

年間実地研修受入総日数 － 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

－ －

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

－

対象人員数計 追加的総費用

－ －



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 144               千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,719             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 568             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 1,151           千円

平成2５年度の消費者行政予算 2,345             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,465           千円 20年度差 1,321           千円 前年度差 314             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 - 人

-      人

相談員数 -

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043613 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

都道府県名 宮城県 市町村名 亘理町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談業務の環境整備の強化 160               160                   相談業務の環境整備、参考図書購入代

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） 消費生活相談員等への研修参加支援 35                 35                     旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談日の拡充(寄贈相談日の勤務日数の増加) 951               951                   迅速な処理のための報酬、社会保険料の増額

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消費生活講座の開催、啓発物品
作成、放射性物質検査機器の維持管理

876               876                   啓発物品等作成、検査機器の保守点検

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 2,022             2,022                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） パソコン、プリンター等を整備し、相談業務環境との機能強化に努めた。

（強化） 相談業務環境の更なる強化を図るため、書類ケース、ワークテーブル等の整備を図る。

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）

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）

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）

（既存） 消費生活相談員 行政担当者が県内外の研修等に参加しレベルアップに努めた
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員、行政担当者が県内外の研修等に参加しレベルアップに努めた。

（強化） 引き続き、県内外の研修等に参加し更なるレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談日を週３週から５日に変更し、迅速な処理に対応する。

（強化） 引き続き、週５週相談日を開設する。

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） 消費生活講座を開催（３回）。若者、一般等のパンフレットや、高齢者向けステッカー等を作成し被害防止の啓発に努めた。

（強化） 引き続き、消費生活講座の開催と、啓発物品を作成し被害防止の啓発を図る。放射性物質検査機器の保守点検、維持管理を図る。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       588                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       951                        



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

平成20年度の消費者行政予算 1,147             千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,063             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,829           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 1,234           千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,127             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,022           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 951               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,105           千円 20年度差 -42             千円 前年度差 -129            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 043621 平成 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

都道府県名 宮城県 市町村名 山元町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
東日本大震災による被災者の生活再建に伴う相談対応
のため、法テラス山元の相談窓口に専門家を派遣する

7,746             7,746                派遣を受ける専門家の報酬・旅費

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） 消費生活相談員・担当職員の研修への参加支援 49                 49                     研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の拡充 696               696                   消費生活相談員報酬

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の啓発回覧板及びパンフレット
の作成　　・食品放射能測定機器の点検校正費

828               828                   
・啓発回覧板及びパンフレット作成　341
・食品放射能測定機器点検校正費　487

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 9,319             9,319                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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） 東日本大震災による被災者の生活再建に伴う相談対応のため、法テラス山元の相談窓口に専門家を派遣する

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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）

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） 相談員に対し予算の範囲内での研修参加支援

（強化） 相談員・担当職員のレベルアップのため、研修参加機会を増やし、参加支援を行う

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名体制で相談にあたる

（強化） 消費生活相談窓口機能を維持するため、引き続き２名体制で相談にあたる

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） 消費者被害防止のためのパンフレットを作成し、イベント・出前教室や各戸配布などにより周知を図る

（強化）
・イベント及び各戸配布パンフレットに加え、啓発回覧板を作成し消費者が目にする機会を増やすことにより消費者事故の未然防止を図
る　　・消費者の放射能による食への不安の解消のために実施している食品放射能測定の機器の点検校正を行う

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       648                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       696                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 746               千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,977             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,275           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 702             千円

平成2５年度の消費者行政予算 10,021           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,319           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 8,491             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 702             千円 20年度差 -44             千円 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 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

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

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044016 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

都道府県名 宮城県 市町村名 松島町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
　消費生活相談に係る適切な情報の収集並びに参考図
書を整備し、相談窓口における実務能力の強化を図る。

20                 20                     参考図書購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）
　消費者生活相談員の対応力向上のため積極的に研修
へ参加できるよう支援する。

22                 22                     旅費

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）

　消費者問題に関するの講習会の開催、啓発用パンフ
レット作成、持ち込みの自家野菜等の放射性物質測定

1,048             1,048                
講師旅費、講師謝礼、啓発用パンフレット購入、資料代、放射
能測定用容器、放射能測定器点検校正業務委託他

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 1,090             1,090                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 執務参考図書等を購入し、相談窓口における実務能力の強化を図ってきている。

（強化） 平成25年度版の執務参考図書等を購入し、実務能力の強化を図る。

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）

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）

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）

（既存） 相談員の研修参加旅費の支援を実施してきている
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） 相談員の研修参加旅費の支援を実施してきている。

（強化） 相談員の参加旅費を支援し、参加の機会を増やす。

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） 消費者問題解決力強化ための講習会を実施したり、啓発用パンフレットを配布している。また、食品等の放射能測定を実施している。

（強化） 消費者問題解決力の一層の強化のために講習会をや啓発用パンフレットを配布する。また、継続的に食品等の放射能測定を実施する。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 446               千円

平成24年度の消費者行政予算 1,339             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 928             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 411             千円

平成25年度の消費者行政予算 1,501             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,090           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 411             千円 20年度差 -35             千円 前年度差 -                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044041 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

都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ浜町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）

食品等の放射性物質検査等に係る事業（放射性物質検
査機器のメンテナンス、消耗品購入

594               594                   食材放射線測定器点検校正委託　２台分　・放射能測定消耗品

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）

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

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 - 594               594                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（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） 食品等の放射性物資検査等に係る事業（放射性物資検査機器のメンテナンス，消耗品購入）

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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 650               千円

平成2４年度の消費者行政予算 650               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 650             千円

平成2５年度の消費者行政予算 650               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 594             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 56               千円 20年度差 -594            千円 前年度差 -594            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044067 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

都道府県名 宮城県 市町村名 利府町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 苦情相談によるあっせんの強化 743               248                   相談員報酬増額分

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）

相談窓口の機能強化
住民から持ち込まれた食材の放射性物質検査

1,011             715                   
啓発用パンフレット作成
放射性物質測定機器保守点検委託料、検査消耗品購入

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）

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

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 - 1,754             963                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談業務によりあっせんを実施

（強化） 相談業務の多様化、増加に対応するため、あっせんの強化を図る

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） 相談業務、啓発業務（出前講座等）に使用する啓発用品が不足。放射能測定に係る機器等が不足

（強化） 啓発用品（パンフレット）を整備し、相談業務及び啓発業務（出前講座等）の強化、及び放射能汚染による不安の解消が図られる。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1                            



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

平成20年度の消費者行政予算 501               千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,604             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 646             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 958             千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,754             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 963             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 963               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 791             千円 20年度差 290             千円 前年度差 -167            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修等に積極的に参加できるよう支援する

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044211 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

都道府県名 宮城県 市町村名 大和町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口の新設及び相談窓口の周知 1,362             1,362                相談員賃金、相談窓口周知用リーフレット等の作成

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 1,362             1,362                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談窓口の新設及び相談窓口の周知

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）

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）

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）

（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）

（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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 173               千円

平成2４年度の消費者行政予算 114               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                 千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 114               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,469             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,362             千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 107             千円 20年度差 -66             千円 前年度差 -7               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044229 平成 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

都道府県名 宮城県 市町村名 大郷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 消費者行政担当者（非常勤職員）の配置にかかる報酬等 443               443                    報酬、出張等にかかる費用弁償・旅費

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)消費者被害の防止を図るため、啓発図書を全戸配布
する
(2)農産物等の放射性物質測定業務にかかる機器保守管
理

             1,148                 1,000
需用費（500千円）

委託料（648千円）

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）

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

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 - 1,591             1,443                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当者（非常勤職員）を配置し、消費者に対し専門的な知識で対応できる環境を整える

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） （１）消費者被害未然防止のため啓発図書を購入し、全戸に配布する。　（２）食の安心・安全を確保するため、機器保守業務を委託する。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

年間研修総日数 -              人日

法人募集型

実地研修受入人数 -              人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       384                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       443                        



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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,491             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 831             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

平成2５年度の消費者行政予算 1,591             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,443           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 391               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 148             千円 20年度差 148             千円 前年度差 -512            千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044237 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

都道府県名 宮城県 市町村名 富谷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能強化 329               224                   
消費生活相談窓口周知に係る啓発物品の購入及び事務用機
材の設置

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 消費者行政強化のための人的体制整備 576               576                   賃金、通勤手当

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 905               800                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口の充実を図るため、執務参考資料及び消耗品等の整備。

（強化） 相談窓口の充実及び、相談業務の周知を図る。

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）

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）

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）

（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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 引き続き相談員の配置を行い、相談業務に対応するもの。

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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       576                        



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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 681               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 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 103             千円

平成2５年度の消費者行政予算 905               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 800             千円

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

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 105             千円 20年度差 105             千円 前年度差 2                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044245 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

都道府県名 宮城県 市町村名 大衡村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 消費生活相談員の設置 400               372                   消費生活相談員１名の人件費

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）

住民被害防止のための啓発事業，食の安全確保（放射能
測定）

711               703                   啓発チラシを全戸配布，放射能測定器保守

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 1,111             1,075                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし。

（強化） 消費生活相談員を配置。

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） 消費者行政啓発チラシを全戸配布。イベント時啓発用オリジナルうちわを作成し配布｡

（強化） 対象者を絞り込み，消費者行政啓発チラシを継続して配布。食の安心安全を確保するため放射能測定を実施。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

年間研修総日数 -              人日

法人募集型

実地研修受入人数 -              人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       370                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       -                            



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

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 472               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 460             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 12               千円

平成2５年度の消費者行政予算 1,111             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,075           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 372               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 36               千円 20年度差 36               千円 前年度差 24               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044440 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

都道府県名 宮城県 市町村名 色麻町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
相談窓口を強化し、相談事業を実施するために必要な体
制整備を図る。

100               100                   相談窓口整備消耗品費、参考図書代

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）
消費生活相談員の更なるレベルアップのため研修参加機
会の増強を行う。

350               350                   研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政相談窓口を円滑に実施するため、人的体制
整備を支援する。

3,450             3,450                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）

消費者被害の未然防止に向けた広報事業を行う。また、
食の安全のための放射性物質検査機器のメンテナンス等
を行う。

820               820                   啓発用パンフレット、検査機器点検委託料等

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）

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

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 - 4,720             4,720                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口を強化し、相談事業を実施するために必要な体制整備を図る。

（強化） 消費生活相談窓口の機能強化を図るため、事務用品等の整備を行う。

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）

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）

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）

（既存） 消費生活相談員の研修参加支援により レベルアップを図る
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） 消費生活相談員の研修参加支援により、レベルアップを図る。

（強化） 消費生活相談員の更なるレベルアップのため研修参加機会の増強を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者行政相談窓口を円滑に実施するため、人的体制整備を支援する。

（強化） 消費者行政の強化に伴い、増大する事業を円滑に実施するため、消費生活相談員の充実を図る。

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） 消費者被害の未然防止に向けた広報事業の実施。また、食の安全のための放射性物質検査機器のメンテナンス等を行う。

（強化） 自立した消費者の育成及び消費者被害の未然防止のための啓発事業の強化を図る。また、食の安全のための機器のメンテナンス等を
行う。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 -                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 7,160             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,018           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 142             千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,930             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,720           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 3,450             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 210             千円 20年度差 210             千円 前年度差 68               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員の人材育成を目的とする基礎的・実務的知識及び技法の取得のため研修支援
を行う。（国民生活センター）

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 044445 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

都道府県名 宮城県 市町村名 加美町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 既存相談員の勤務日数、勤務時間の拡大、報酬の増額 2,070             1,100                

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に係る消耗品・備品の整備、
検査装置のメンテナンス

300               300                   

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 2,370             1,400                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（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）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 相談日数3日、相談員の勤務時間週24時間、月額報酬80,000円

（強化）
相談件数の増加、社会情勢の変化によって複雑化・高度化する相談への対応と、出前講座や移動相談日の開設のため、勤務時間を
週30時間とし、相談日数を週3日→4日へ拡充。平成25年度からは報酬も月額150,000円とする。

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） 食品等の放射性物質検査は行っていなかった。

（強化）
平成24年度から開始された食品等の放射性物質検査を平成25年度も継続。検査に係る消耗品や備品を購入、検査機器のメンテナンス
をし、食の安全・安心の確保に向けて安定した体制を整備する。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       288                        

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       1,100                      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,013             千円

平成2４年度の消費者行政予算 5,083             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 950             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 4,133           千円

平成2５年度の消費者行政予算 17,814           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,400           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 1,100             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 16,414         千円 20年度差 15,401         千円 前年度差 12,281         千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

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

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
消費生活専門相談員（資格有）は月額12万円から15万円に、消費生活相談員
（資格無）は月額8万円から12万円にそれぞれ向上させた。

うち委託等の相談員 平成24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 045012 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

都道府県名 宮城県 市町村名 涌谷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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） 消費生活相談員の研修参加支援 270               270                   

⑧消費生活相談体制整備事業 消費相談員（相談窓口の強化） 959               959                   

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の啓発等 5,598             5,598                

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
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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 - 6,827             6,827                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（既存） 相談員の育成が課題
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） 相談員の育成が課題

（強化） 県内外での研修旅費、研修費支援を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員２名を配置する。

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） 執務参考資料が不十分である

（強化） 参考資料を整備する。消費者被害防止のため、啓発用教材や機器を整備する。消費者の安全・安心を確保するための放射性物質測定を

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,008                      

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2       959                        



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

平成20年度の消費者行政予算 4                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,161             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,160           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

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

平成2５年度の消費者行政予算 6,827             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 6,827           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                 千円 20年度差 -4               千円 前年度差 -1               千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 県内外での研修旅費、研修費支援を行う。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 045055 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

都道府県名 宮城県 市町村名 美里町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費者向けの情報提供の一環として啓発用パネルを購入
し、消費者情報の可視化を図ることにより、消費者の被害
を未然に防止する。

151               151                   啓蒙用パネル・ポール購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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 ﾞﾙｱ ﾌﾟ事業（研修開催）⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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） 相談員、担当者等の研修会への参加支援を行う。 430               430                   
レベルアップ研修・消費生活相談員研修・事務担当者研修参加
旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
これまで通り、週３日勤務の相談員を１名増員し、既存相
談員を含めて週５日間、相談を受付けできるよう窓口機能
を強化する

991               991                   消費生活相談員報酬

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）

消費生活モニターの円滑な活動の保証、消費生活相談員
の相談能力の向上等のスキルアップに関する経費、消費
者への啓発事業関連消耗品購入、消費者行政PR用チラ
シ、備品を装備すること等。食品中の放射性物質の簡易
測定事業。

1,792             1,428                

消費者被害防止のための出前講座等の啓発事業用消耗品の購
入、消費生活モニターのモニター会議等の会議参加報酬、執行
参考資料の購入、消費者行政ＰＲ用チラシ紙折機、消費生活モ
ニタ－のモニタ－会議等の会議参加費用弁償。食品中の放射
性物質の簡易測定事業

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）

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

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 - 3,364             3,000                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センタースタートアップ事業により、消費生活教材用備品を購入し、消費者を啓発し被害を未然に防止するよう努めた。

（強化）
平成25年度においても、消費者向けの情報提供の一環として啓発用パネルを購入し、消費者情報の可視化を図ることにより、消費者の
被害を未然に防止するように努める。

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）

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）

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）

（既存） 相談員並びに担当者の研修参加に対する支援を行った。
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 相談員並びに担当者の研修参加に対する支援を行った。

（強化） 平成25年度においても、相談員並びに担当者の研修参加に対する支援を行い、消費者の権利擁護等の基盤づくりを行う。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 週3日の相談員の増員（1名）、既存相談員を含めて週5日制の相談体制を構築してきた。

（強化） これまで通り、週３日勤務の相談員を１名増員し、既存相談員を含めて週５日間、相談を受付けできるよう窓口機能を強化する。

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） 消費者被害防止のための啓発等を行った。

（強化）
消費生活モニターの円滑な活動の保証、消費生活相談員の相談能力の向上等のスキルアップに関する経費、消費者への啓発事業関連
消耗品購入、消費者行政PR用チラシ、備品を装備すること等を行う。
食品中の放射性物質の簡易測定事業。

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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,209                      

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

対象人員数計 追加的総費用

1       991                        



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 1,345             千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,220           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,750           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 1,470           千円

平成2５年度の消費者行政予算 4,394           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,000           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,394           千円 20年度差 49               千円 前年度差 -76             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 2 人

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 2      人

2    人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 相談員並びに担当者の研修参加に対する支援を行い、消費者の権利擁護等の基盤づくりを行う。

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 045811 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

都道府県名 宮城県 市町村名 女川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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）
消費生活相談員等のレベルアップのための研修参加支
援等

83                 83                     旅費、参考図書

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）

①消費者被害防止のための啓発活動。（消費者講座等）
②仮設住宅入居者等の消費者被害未然防止のための
　 啓発活動
③震災以降、様々な消費者トラブルを抱える町民に対し
　 身近な場所で専門的な相談体制の整備

2,858             2,858                
①講師謝礼・費用弁償・消耗品
②印刷製本費
③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）

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

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 - 2,941             2,941                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）

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）

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）

（既存） 消費生活相談員等のレベルアップのため研修参加支援や参考図書の整備を行った
⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費生活相談員等のレベルアップのため研修参加支援や参考図書の整備を行った。

（強化） 県主催のレベルアップ研修会の他、国民生活センター専門講座（初心者向け）への参加支援及び参考図書等の整備。

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消費者講座の開催や町広報誌等で啓蒙活動を行った。

（強化）
仮設住宅等巡回消費者講座の開催や消費者被害未然防止のための内容が充実したチラシ等で啓蒙強化を行う。
昨年度で事業終了した消費者庁専門家派遣事業の代替として町民が専門的な相談を受けられる体制の整備。

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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 954               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,043             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,077           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 966             千円

平成2５年度の消費者行政予算 3,877             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,941           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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 936             千円 20年度差 -18             千円 前年度差 -30             千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の専門講座（初心者向け）への参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

自治体コード 046060 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

都道府県名 宮城県 市町村名 南三陸町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
消費生活相談の複雑化、高度化に対応するための専門
的知識を有する者の活用を図る。

9,750             9,750                
報　償　費　　9,750,000円(専門的知識を有する者を活用する
　　　　　　　　　　　　　　　　経費　講師謝礼金・講師旅費)

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）

消費者センター等の相談事業に関する住民への周知を
図る。

250               250                   印刷製本費　　250,000円（住民への周知に係る経費）

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）

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

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 - 10,000           10,000               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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）
消費生活相談の複雑化、高度化に対応するため、弁護士、司法書士等の専門的知識を有する者を活用し、高度に専門的な消費生活
相談への対応力の強化を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（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）

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）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費者センター等の相談事業に関する住民への周知を図る。

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）

（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）

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）



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

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

平成20年度の消費者行政予算 633               千円

平成2４年度の消費者行政予算 585               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 585             千円

平成2５年度の消費者行政予算 10,585           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 10,000         千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 585             千円 20年度差 -48             千円 前年度差 -                 千円

費 相談員 成 度 相談員総数 相談員総数

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成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

平成25年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      

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

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

④その他

②研修参加支援 ○ 国、県主催で行われる各種研修会に積極的に参加し、必要な知識等を習得する

③就労環境の向上
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