
都道府県コード 070009

平成 年度25

福島県 事業計画



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

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

-                         

事業計画【総括表】平成 25 年度 福島県

103,031                

事業名

-                                

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                

2,812                          

102,150                      173,827                

458,289                

-                                

3,159                          

-                         

71,677                        

-                         

取崩し割合

739,135                                                          

3,988                   1,176                          

739,135                220,495                      

3,135,050                                                       

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

518,640                      

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

③参加自治体

都道府県予算

消費者行政予算総額

2,165,682                                                       

-                                

合計

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

24%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

99,872                        

-                                

管内市町村予算総額

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

313,806                      144,483                      

969,368                                                          

４.消費生活相談体制整備事業

①参加者総数

②年間研修総日数

21                       

165,249                                                          

16                       

基金取崩し額

18%



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分）

対象経費

旅費、需用費、役務費、備品購入費

報償費

事業の概要

専門図書の購入、事務用機器の購入

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、

447            447             

3,159         

220,495       合計

基金（交付金
相当分）
対象経費

3,159           

事業経費

4,031           

113             

1,063           

事業名

相談員１名増員、食品安全相談員の配置

4,031         

1,063         

220,495      

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

113            

2,831         2,831           

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催） 専門アドバイザー７による専門研修会の実施

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

相談員・職員の研修参加支援

法執行体制の強化 198            198             

25,080        25,080         報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

弁護士等の相談窓口専門家アドバイザーの設置

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

消費生活審議会苦情処理部会の開発促進

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

食品の放射性物質検査の検査体制の整備 64,368        64,368         

報酬、旅費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

県内消費生活センターとの連携強化、
市町村への指導消費者団体との意見交換の実施

106            106             

旅費、負担金

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

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（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広報強化

報酬、共済費

⑭地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

風評被害を防止するための消費者対策の実施 119,099      119,099       委託料

旅費



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

消費者団体との意見交換、市町村担当者研修会や県内消費生活センター会議を開催し、各機関と情報共有を図る。

なし

他県事業者等に対し調査を実施。

なし

風評被害を防止するための消費者対策の実施

食品安全相談員の配置。複雑化する相談に対応するため相談員1名増員。

職員派遣による出前講座を実施、市町村職員説明会を年１回実施。消費生活センターの広報機材が老朽化

若者や高齢者を対象とした教育・啓発活動の実施、自立した消費者を育成するための広報による啓発強化

なし

なし

専門家アドバイザーによる専門研修会の実施

各相談員を国民生活センター研修に年１回派遣

相談員を専門研修に派遣

なし

食品の放射性物質の検査体制の整備。

なし

消費生活審査会苦情処理部会の開催促進。

専門図書の購入、事務用機器の購入、電話設備の更新

なし

相談窓口の専門家アドバイザー

（既存）

（既存）

なし

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（強化）

設置後約30年が経過し、消費生活センター用具が著しく老朽化。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

（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（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地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

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（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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載。）

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）
追加的総業務量（総時間）

2,301             

年間研修総日数 人日 人日

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

2       3,195            

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

実地研修受入人数



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計
概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、二本松
市、伊達市、天栄村、会津坂下町

7,818          7,818          
消費生活センター機能の充実
消費生活相談窓口整備・啓発

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） いわき市、伊達市 317             317             消費生活相談に対する弁護士の助言

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、伊達市 96,894         94,015         食品中の放射性物質検査体制の整備

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） 会津若松市 126             126             弁護士による相談員への研修実施

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）
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河
市、須賀川市、南相馬市、伊達市、天栄村、会津
坂下町、小野町

2,843          2,686          消費生活相談員等の研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業

福島市、会津若松市、いわき市、白河市、須賀川市、
喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊
達市、本宮市、桑折町、国見町、鏡石町、天栄村、下
郷町、檜枝岐村、南会津町、西会津町、磐梯町、猪苗
代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山
町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、浅
川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富
岡町、双葉町、浪江町

182,496       99,872         
消費生活相談員の雇用
食品中の放射性物質検査体制の整備(人件費等）

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

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須
賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相
馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大
玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、
南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、
会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和
村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平
田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢
葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、新
地町、飯舘村

321,678       270,039       
啓発資料等の作成・配布
食品中の放射性物質検査体制の整備

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）

いわき市、白河市、昭和村、三春町 3,818          3,134          無料法律相談

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

福島市、郡山市、いわき市、白河市、喜多方市、
相馬市、北塩原村、西会津町、会津坂下町、矢
吹町

46,150         40,633         風評被害の払拭

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 662,140      518,640      



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

３．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

実施形態 自治体参加型 法人募集型

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数 人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数計 追加的総費用

51      99,872            

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）

50      96,898            

対象人員数
（報酬引上げ）

1        



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

119,099 千円 -

119,099 千円 5%

-

0 千円 -

40,633 千円 -

46,150 千円 49%

-

(5,517) 千円 -

159,732 千円 -

165,249 千円 18%

-

(5,517) 千円 -

-

-

-

うち先駆的事業対象

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

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

千円

千円 -                   千円

164,605          

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

739,135          

2,073,863       

-                   

894,602          千円 2,395,915       1,501,313       うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

10%

-

-

-

千円 -

千円

-                   

-

-

357,757          

千円

841,767           千円 2,165,682        

千円 969,368           

24%

千円

54%

574,530          

千円

-                   千円

-千円

394,171          

749,948           

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

1,143,556       千円

千円

積増し相当分

千円

40,136            

千円

219,420           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

220,495           千円

1,061,187       

124,469           

1,945,187        801,631           千円

450,728           92,971            

千円

前年度差

1,323,915        

平成24年度 平成25年度

千円

千円

180,359          千円

518,640           

3,135,050       

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                   

交付金相当分 739,135          

千円

220,495          

518,640          

①都道府県の消費者行政予算



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成25年度末時点）

21                  

千円

千円

％

53                  

2

51

368,350           

％

％39                  

10                  

354,450           

2,764,265        

1,959,087        

805,178           

13,900            

うち管内市町村 人

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                    人

うち都道府県 人

16                  ％

5                    ％

36                  ％



２－３．消費者行政予算について③

1,945,187        うち基金（交付金相当分）対象外経費 55,333            千円

①都道府県の消費者行政予算 55,333            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

103,555           千円

千円

千円

千円

48,222            千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 99,872            

千円

千円

3,135,050        

739,135           

3,031,495        

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 104,246           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 103,555           千円 千円2,395,915        

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

969,368           

518,640           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

2,110,349        

平成20年度 平成25年度

千円

千円

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 4,374              千円

千円

千円

2,165,682        

220,495           

千円

千円

2,292,360        

450,728           うち基金（交付金相当分）対象外経費 48,222            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

1,889,854        

921,146           

402,506           千円

千円

千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

平成25年度交付決定額 826,743                           千円

人

715,546                           千円

千円

人

-                                    千円

-                                    

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

811                                 千円

千円

295,980                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

-                                    千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

12      

12      

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                    

-                                    

千円

12      相談員総数

相談員数

相談員数

12      

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修機会の増加を図る。

電話回線工事により、相談電話を聞き取りやすくする。

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 627,127                           

739,135                           千円

④その他

処遇改善の取組

○

○

平成24年度末うち委託等の相談員

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度末

平成24年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

３．基金の管理



【事業計画】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 464,886

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 464,886

　②東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 64,368

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 64,368

　⑤東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 400,518

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 400,518

　⑧東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

備考

放射能簡易分析装置整備事業
1 1

食品の放射性物質検査のための体制整備、食の安
全・安心のためのリスクコミニケーションの実施

50,542

食の安全・安心推進事業 1 1 食の安全・安心のためのリスクコミニケーションの実施 13,826

計 64,368

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

放射能簡易分析装置整備事業 1 １，４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 63,694 福島市

放射能簡易分析装置整備事業 1 １，４
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,165 会津若松市

放射能簡易分析装置整備事業 1 1
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 17,167 郡山市

放射能簡易分析装置整備事業 1 １，３，４
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 14,818 いわき市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,286 白河市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,092 須賀川市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,476 喜多方市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 7,292 相馬市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 16,255 二本松市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,135 田村市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 17,747 南相馬市

放射能簡易分析装置整備事業 1 １，４
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,731 伊達市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,777 本宮市

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,000 桑折町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,880 国見町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,320 川俣町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 210 大玉村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,674 鏡石町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,249 天栄村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,384 下郷町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,144 檜枝岐村

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,909 只見町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,572 南会津町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,624 北塩原村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,215 西会津町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,887 磐梯町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,654 猪苗代町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,194 会津坂下町

平成25年度地方消費者行政活性化交付金（特別会計）による事業（都道府県及び市区町村）



放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,131 湯川村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,624 柳津町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,519 三島町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,336 金山町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,744 昭和村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,164 会津美里町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,967 西郷村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,603 泉崎村

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 455 中島村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,602 矢吹町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,112 棚倉町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,598 矢祭町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,112 塙町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,087 鮫川村

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 975 石川町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,900 玉川村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,012 平田村

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,864 浅川町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,635 古殿町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,498 三春町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,823 小野町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,212 広野町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,945 楢葉町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 23,678 富岡町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 41,424 川内村

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 799 大熊町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,880 双葉町

放射能簡易分析装置整備事業 1 ４，６
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 23,422 浪江町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,340 新地町

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,506 飯舘村

計 400,518
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