
市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

首都圏の消費者に来福いただき、本市産くだものを通じ
ておいしさと安全性を発信。本市小学生が首都圏を訪問
し遠隔消費地の小学生に本市の食品に対する放射線対
策、安全性を発信。

2,895             2,895                
生産者報償費、打合せ旅費、生産者との交流会費、来福旅費
等補助交付金、引率者旅費、小学生交流会費、パネル印刷
費、本市小学生旅費等補助交付金

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）

振り込め詐欺対策のための啓発講座、消費者力アップ講
座、放射能についての正しい知識を提供する「安全安心
講座」の開催、食の放射能に対する取組を学び、安全安
心を確保する見学会、インターネットトラブル防止の啓発

7,397             7,397                
啓発資料消耗品、啓発チラシ印刷、講座委託料・会場使用料、
講師報償、見学会にかかる経費

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センター等での研修への参加 875               875                   研修参加旅費及び負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員による多重債務相談の強化 2,428             2,092                相談員1名の賃金、通勤手当、社会保険料（事業主負担分）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

21,031           21,031               測定用消耗品費、機器校正費、維持費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 福島市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072010 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 34,626           34,290               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）
首都圏の消費者へ本市産くだもののおいしさと安全を発信する事業。本市小学生が首都圏小学生に本市の食品に対する放射線対策
と安全性を発信する事業。

高齢者や多重債務関連パンフレットの配布、消費者講座の実施

（強化）
振り込め詐欺対策講座の開催、消費者力アップ講座の開催、食品と放射能「安全・安心講座」の開催、食の安全見学会の開催、イン
ターネットトラブル防止の啓発

（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター等開催の消費生活相談員要請講座や専門研修を受講

（既存） 相談員３名で対応

（強化） 相談員３名による多重債務相談の強化

（既存）

（強化）

（既存） 国民生活センター開催専門研修を受講

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射性物質測定機器による食品等のモニタリング検査の実施、性能維持のための機器保守点検の実施

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

1       1,715                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,092                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

うち交付金相当分対象経費 34,290         千円

前年度差

相談員総数 3      人 今年度末予定 相談員総数 3      

14,800         千円

47,047           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

83,801         千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

13,805           千円平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 98,601           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,092             千円

うち交付金相当分対象外経費 12,757         千円 20年度差 -1,048         千円 -2,043         千円

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修受講を拡大する。

③就労環境の向上 ○ 相談関係資料、執務環境を整備する。

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者啓発の強化 1,920             1,920                啓発物品代、講師謝礼金、ラジオ広告費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の研修参加支援 273               206                   研修受講に係る旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射能簡易検査体制の整備 14,266           1,783                放射能簡易検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 弁護士による相談員等への研修の実施 130               130                   弁護士報償金

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 自家消費野菜等の放射能簡易検査体制の整備 3,554             3,554                検査に係る消耗品費等

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津若松市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072028 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 20,143           7,593                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

出前講座、消費生活講座、市政だよりによる広報

（強化） 啓発物品の配布、消費生活講座の充実、啓発ラジオ放送

（既存）

（強化）

（強化） 研修参加回数の増加

（既存） なし

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査体制の整備（人件費）

（既存） なし

（強化） 弁護士による相談事例の検討会の実施

（既存） 研修参加支援

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査体制の整備

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

24,496           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 7,593          千円

千円

千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

23,642        千円

1      1,760                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1      1,783                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

4,335             

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

32,074           千円

8,432          

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,783             千円

うち交付金相当分対象外経費 16,903        千円 千円前年度差20年度差 12,568        千円 -6,739        



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

相談員数

今年度末予定 相談員総数 2      

相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人 今年度末予定うち定数内の相談員 前年度末

消費生活相談員の配置 相談員総数 2      人 人前年度末

2      人

人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数

相談員数 人

②研修参加支援 ○ 研修の参加機会を増やす。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

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

335               相談員の研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者被害未然防止のための啓発、弁護士等による法
律相談

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業の概要

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

事業名

嘱託職員人件費

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）

食品等放射能測定事業 191,527         

常勤嘱託職員の時間外勤務に係る経費

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

被災地産品フェア等での消費者に対する食品と放射能
に関する基本的な知識の解説及びメディアなどを活用し
た本市産品のPR・販売の実施

パンフレット等の作成費、弁護士等への謝礼3,353                

9,390             

平成 26

研修時旅費・研修負担

事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 郡山市 072036自治体コード

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

171                   

7,458             

23,976           

消耗品・機器のメンテナンス代・事業委託料

4,000                旅費、消耗品費、運搬費、出展料等

398                   

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・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）

29,737               

合計 - 232,686         37,659               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

（強化）

なし

（強化）

（既存）

（既存）

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

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

（強化）

（強化）

相談員２人を非常勤嘱託職員から常勤嘱託職員扱いとする。

国民生活センター等が開催する専門講座に相談員４名と行政職員１名が参加出来るよう支援する。

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

（既存）

（既存）

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

（既存）

（既存）

（既存） なし

（強化）

（強化）

（強化） 食品等放射能測定事業の一部補助を行う

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存） なし

（既存）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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（先駆的事業）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）



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

５．消費者行政予算について

千円

19,377        

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象外経費 13,986        

33,363           

千円

千円

千円

16,294           

千円

うち交付金相当分対象経費

51,760           千円

千円37,659        

今年度の消費者行政予算

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日年間研修総日数

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      3,977                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

2      398                        

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 398               千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 14,101        千円 20年度差 -2,193        千円 前年度差 115             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人相談員総数 4      相談員総数 人4      今年度末予定前年度末

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 2      人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 2      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が開催する研修等の旅費と研修負担金

③就労環境の向上

具体的内容

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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）

中学生及び高校生を主な対象とした消費生活トラブル講
座

125               125                   講師謝礼(125)

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

415               415                   
相談員の研修旅費（345）、受講料（16）
測定員の研修旅費（30）、高速代（24）

⑧消費生活相談体制整備事業
相談員１名の人件費
測定員１名の人件費

4,760            4,739                
相談員１名の人件費（2,644）
測定員１名の人件費（2,095）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 自家消費用作物の放射能簡易分析装置に係る経費 15,739           15,739               
分析装置に係る消耗品費（6,329）、維持費（1,450）、
校正等業務委託（7,960）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 消費生活相談に対する弁護士の助言 120               120                   弁護士への謝礼（120）

都道府県名 福島県 市町村名 いわき市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072044 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 21,159           21,138               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 中学生及び高校生を主な対象として若者向けの消費生活トラブルについての講座を学校単位で開催し、被害の未然防止を図る。

（強化） 消費生活相談員を研修に参加させて相談員の資質向上を図る。測定員を研修に参加させて測定員の資質向上を図る。

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存） なし
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 21,138        千円

前年度差

10,291        千円

31,225           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

42,105        千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,860                     

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

11,814           千円

対象人員数計 追加的総費用

2       4,739                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 52,396           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 4,739            千円

うち交付金相当分対象外経費 10,087        千円 20年度差 -1,727        千円 -204           千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上 ○ 嘱託職員の賃金については、市の技能労務職員に準じた定期昇給を行っている。

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の研修に参加させ、消費生活専門相談員の資格取得を支援する。

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

①消費者教育推進　②食品の放射能簡易測定 関連 13,964                13,964               

①消費者関係啓発グッズ作成　４００　/講演会開催経費　１,６３
７　②放射能簡易測定関係諸費（消耗品１，２７６　･メンテナンス
２，２５９　・職員研修１１　・検査管理・分析業務委託料６，２２１・
検査員人件費１名分２，１６０）

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

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

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

301                    301                   
消費者行政担当職員研修会等参加旅費
消費生活相談員研修会等旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の新規設置。 1,712                  1,712                消費生活相談員賃金　１，４７１　・　社会保険料　２４１

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 白河市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072052 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 17,717                17,057               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） ①消費者教育・啓発活性化図る。②食品の放射能簡易測定関係

（既存） 弁護士無料相談会を月１回実施

（強化） 弁護士無料相談会を月３回実施

（強化） 消費者行政担当職員レベルアップ・消費生活相談員養成

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員設置（新規）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 17,057        千円

前年度差

660             千円

17,717           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

8,749          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,824                     

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

660               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,712                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 9,409            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,712            千円

うち交付金相当分対象外経費 660             千円 20年度差 -                千円 -                千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 1           消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員基礎講座理論コース・消費生活相談員基礎講座実務・カード作成セミナー

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者被害の未然防止に係る啓発物品の配布
食品等の放射性物質検査に係る経費

7,606             7,606                
消費生活啓発物品購入費(1554千円)、放射性物質検査に係る
消耗品費(3600千円)、放射能測定機器の校正費(2452千円)

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査員の人件費補助 2,744             2,184                放射性物質検査員の人件費補助

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 須賀川市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072079 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 10,493           9,933                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

回覧チラシの配布。

（強化） 消費者教育及び消費者被害未然防止のための啓発物品の配布。放射性物質検査体制の整備。

（既存）

（強化）

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

（既存） なし。

（強化） 放射性物質検査員の人件費補助。

（既存）

（強化）

（既存） なし。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 9,933          千円

前年度差

1,557          千円

11,189           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

9,035          千円

- 千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-

525               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 10,592           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184             千円

うち交付金相当分対象外経費 1,256          千円 20年度差 731             千円 -301           千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

- 人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数 - 人

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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催等の消費生活相談員研修等への参加。

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能簡易分析装置事業 18,497           3,134                放射能簡易分析装置配備に伴う消耗品等購入、機器校正費用

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 放射能簡易分析装置事業 34                 31                    放射能簡易分析装置に伴う旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析装置事業 2,278            2,182                放射能簡易分析装置配備に伴う人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 市町村名 喜多方市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 72087 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 20,809           5,347                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 5,347          千円

前年度差

15,304        千円

20,809           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

6,088          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,920                     

対象人員数
（報酬引上げ）

127               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,182                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 21,392           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,182            千円

うち交付金相当分対象外経費 15,462        千円 20年度差 15,335        千円 158             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

12,840           12,840               
報償費7,000千円、旅費1,134千円、需用費2,942千円
委託料312千円、役務費1,452千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 82                 82                    旅費76千円、負担金6千円

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査体制の整備 2,184            2,184                賃金2,184千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 相馬市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072095 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 15,106           15,106               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

新しく社会へ出ていく若者向けに消費者被害防止のためのパンフレット及び全戸配布用パンフレットを作成

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

（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター及び東北都市消費者行政協議会開催の研修会への参加

（既存） なし

（強化） 放射性物質検査体制の整備

（既存）

（強化）

（既存） 県開催の研修会への参加

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 15,106        千円

前年度差

7,343          千円

20,998           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

15,345        千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,776                     

対象人員数
（報酬引上げ）

510               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 22,688           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 5,892          千円 20年度差 5,382          千円 -1,451        千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 研修会参加のための旅費、負担金の支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

原子力発電所事故による風評被害を払拭するため農畜
産物・特産品等の安全安心ＰＲ事業を行う。

12,000           12,000               風評被害防止ブース開設業務委託料、同イベント業務委託料

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

相談生活相談員の配置及び消費者被害未然防止の啓発
用チラシ等の作成、放射能簡易分析装置設置に係る環境
整備、法テラス二本松において専門家による各種相談対
応を実施

34,771           34,771               
消費生活相談員委託料、チラシ等啓発用品の作成費、放射能簡易分析
装置設置に伴う消耗品費、校正費、専門家派遣に伴う謝金、交通費及
び通信費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析装置設置に係る操作員の配置 1,814             1,814                 放射能簡易分析装置操作員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

204               204                   事務用機器・執務参考資料購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 二本松市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談対応強化のための事務機器、書籍等の購入

自治体コード 072109 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 48,789           48,789               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

消費者・生産者が集う施設（道の駅など）やイベント時（菊人形展など）にＰＲブースを設け、農畜産物・特産品等の放射性物質の安全確
認の取組や食品と放射能に関する説明、試食・販売等を行って消費者の理解を促進させ、風評被害の払拭を図る。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
消費生活相談員を配置し相談窓口の強化を図るとともに、消費者被害の防止を図るため消費者への啓発事業の強化を図る。また、放射能簡易分析装置による食の安全
安心の確保を図る。また、多様化する消費者問題に対応するため、法テラス二本松において専門家による各種相談事業を実施する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置による食の安全安心の確保を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存） なし①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化） 相談対応強化のための事務機器、書籍等を購入し、相談窓口に必要な体制整備を図る。

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 48,789         千円

前年度差

109             千円

48,893           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

40,775         千円

- 千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,400                      

対象人員数
（報酬引上げ）

98                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,814                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 40,884           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,814             千円

うち交付金相当分対象外経費 104             千円 20年度差 6                 千円 -5               千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 有



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費生活における問題解決向上のための啓発チラシ作
成費、放射能測定に関する消耗品、校正費

4,438            4,438                チラシ作製代　、消耗品費、校正費、移設費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能測定にかかる人件費 1,963            1,963                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 田村市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072117 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 6,401            6,401                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 消費生活における問題解決のためのチラシを配布する。また、食品等放射能分析装置の消耗品の購入および校正実施。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 市民の安心安全な食生活等のために、食品等放射能分析装置を運用する

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 6,401          千円

前年度差

26,542        千円

38,064          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

5,576          千円

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

うち交付金相当分対象経費

1      2,046                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1      1,963                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 32,118          千円

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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,963            千円

うち交付金相当分対象外経費 31,663        千円 20年度差 31,663        千円 5,121          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 4      人 今年度末予定 相談員数 4      人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家消費の食品等放射能を簡易分析するもの
被災者の法律相談・行政相談等を支援するもの
食品と放射能に関する講習会・講演会を開催するもの

82,771          21,041              
分析に係る消耗品・保守管理費
被災者支援専門家派遣に係る費用
講習会・講演会講師謝礼等

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

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

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

1,967            1,967                
食品等放射能簡易分析に係る人件費（１名分）
消費生活相談員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島 市町村名 南相馬市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 072125 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 84,745          23,015              -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 食品等放射能簡易分析事業・専門家派遣事業・食品と放射能に関する講習会事業

（既存）

（強化）

（強化） 消費者行政担当者研修参加

（既存） なし

（強化） 食品等放射能簡易分析事業に係る人件費・消費生活相談窓口の設置

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 23,015        千円

前年度差

62,134          千円

84,649          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

35,710        千円

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

うち交付金相当分対象経費

2      1,943                     

対象人員数
（報酬引上げ）

128               千円

対象人員数計 追加的総費用

2      1,967                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 97,844          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,967            千円

うち交付金相当分対象外経費 61,634        千円 20年度差 61,506        千円 -500           千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 1      消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 1      人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



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）

合計 - 17,739          17,739              -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

講演会、講座等啓発の実施。講座等の講師用備品購入 4,566            4,566                講師謝礼、啓発用チラシ・グッズ、講師用ワイヤレスアンプ購入

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員・職員の専門研修等参加 650               650                  研修旅費、受講料

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員2名採用、放射性物質検査員1名採用 7,528            7,528                専門相談員の任用、放射性物質検査員の任用

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

4,755            4,755                
放射能物質検査に係る消耗品、放射能検査機器のメンテナン
ス料

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト） 食品の放射性物質検査の実施

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 伊達市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

072133 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 専門家（弁護士等）派遣事業 240               240                  専門家（弁護士等）派遣に係る委託料

事業名 事業経費
交付金相当分対

象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 消費生活講座・出前講座・講演会・街頭啓発等の実施。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 消費生活相談員及び行政職員の研修参加

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員2名採用、放射性物質検査員1名採用

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射性物質検査及び検査機器のメンテナンスの実施。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 専門家（弁護士等）の派遣事業

（既存） なし

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-                千円うち交付金相当分対象外経費 76              千円 20年度差 -51            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 7,528            千円

うち交付金相当分対象経費

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

3      5,250                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 17,739        千円

76              千円

17,815          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

16,807        千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

127               千円

16,883          千円前年度の消費者行政予算

3      7,528                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援 ○ 消費生活相談員専門講座等研修会参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 2      人 今年度末予定 相談員数 2      人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 2      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定



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

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 本宮市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

072141 平成 26

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談体制整備事業
放射能簡易分析装置操作員人件費1名分計上し、検査
体制を充実させる。

2,184            2,184                分析装置操作員人件費2,184

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者被害防止パンフレット購入、放射能簡易分析装置
用消耗品・校正費を計上し、市民の不安や被害防止を図
る。

8,786            8,786                
パンフレット購入850、放射能簡易分析装置消耗品4,220
・校正費3,715.2

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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

首都圏等での地元農産物の安全性をPRする活動や大
学との相互訪問や農業体験を通じ理解、普及啓発を図
る。

1,000            1,000                旅費、運搬費等1,000

合計 - 11,970          11,970              -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

首都圏での普及啓発活動や大学と交流し、地産食品の安全性を普及啓発する活動を支援する。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 国県から貸与を受けている簡易放射能分析装置用消耗品、校正費を計上し、地産食品の安全性の啓発と不安解消を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 簡易放射能分析装置操作員人件費１名計上し、検査体制を充実する。

（既存） 消費者被害防止パンフレットを購入し、被害防止に向けた啓発活動を展開する。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-                千円うち交付金相当分対象外経費 14              千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象経費

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      2,000                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 11,970        千円

14              千円

11,984          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

12,077        千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

14                千円

12,091          千円前年度の消費者行政予算

1      2,184                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他 ○ 日額人件費の増

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 4,681            4,279                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品等の放射能検査の実施、チラシ等による消費者への
啓発活動

2,477            2,095                校正695千円、消耗品等1,200千円、啓発チラシ等200千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能検査の実施 2,204            2,184                食品放射能測定事務人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 桑折町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

070301 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費
交付金相当分対

象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化） 食品放射能検査体制の強化。チラシ等の配布による早期相談や被害防止等の啓発事業強化

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 人員増による食品放射能検査体制の強化

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

326             千円うち交付金相当分対象外経費 402             千円 20年度差 352             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,860                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 4,279          千円

76              千円

4,681            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,200          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

50                 千円

4,276            千円前年度の消費者行政予算

1       2,184                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 5,900            5,900                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

            3,980                 3,980
Ⅰ講師謝金、講師旅費、会場借料、広報資料
Ⅱ消耗品費、検査機器校正費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費用農作物等の放射能簡易分析測定。 1,920            1,920                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 国見町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

073032 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費
交付金相当分対

象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-                千円うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,920            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,790                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 5,900          千円

-                千円

5,900            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,000          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

-                  千円

1,000            千円前年度の消費者行政予算

1       1,920                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

町民への啓発チラシの配布、貸与機器に係る消耗品費
及び校正費、放射能簡易検査委託料　1名分、町民向け
食品モニタステーションの運営委託

9,532            9,532                
ﾁﾗｼ購入費893千円､消耗品費961千円､校正費(10台分)
2,106千円、放射能簡易検査委託料@2,184千円、食品ﾓﾆﾀｽ
ﾃｰｼｮﾝの運営委託費3,388千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 川俣町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073083 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 9,532            9,532                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
詐欺と消費者トラブルの紹介による啓発チラシを作成配布する。消費者の食の安全・安心を確保するため、食品等の放射性物質を検
査する。放射能簡易検査に係る消耗品費及び校正費。放射能簡易検査委託料　1名分。町民自身が放射能検査を実施できる食品モ
ニタステーションを運営する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 9,532          千円

前年度差

36              千円

9,568            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

8,871          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

対象人員数
（報酬引上げ）

36                 千円

対象人員数計 追加的総費用

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 8,907            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 36              千円 20年度差 -                千円 -                千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

村内外（県内外）で行う観光物産ＰＲイベントとあわせ、
福島県産（大玉村産）の農畜産物の安全・安心を大い
にＰＲする。（ポスター、チラシの配布及び掲示など。）

2,000            2,000                各イベント開催に要する経費のうち該当する経費

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

自家消費野菜等の放射能簡易検査器の校正等
消費者被害防止のため啓発パンフレットの作成・配布

716               716                   
放射能簡易検査器の校正費・消耗品費
パンフレットや啓発物品の購入経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射能簡易検査 1,796            1,796                放射能簡易検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 大玉村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073229 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 4,512            4,512                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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）

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

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

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

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査

消費者被害防止のため、パンフレットを作成・配布して啓発を行う。

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化）

①国道４号線沿いにある「ふれあい広場」にて福島県産（大玉村産）の農畜産物を食すイベントを開催し、村内外（県内外）からの来場
者に対し、安全・安心と美味さを大々的にＰＲする。②首都圏への観光物産ＰＲイベント時に福島県産（大玉村産）の農畜産物の安全・
安心をＰＲする。③県外の災害応援協定を締結している自治体のイベントに参加し、福島県産（大玉村産）の農畜産物の安全・安心を
ＰＲする。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）



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

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 4,512          千円

前年度差

-                千円

4,512            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

410             千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,112                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,796                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 410               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,796            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者被害の未然防止としてパンフレット配布
放射性物質検査体制の整備

3,355            3,043                
パンフレット購入費
検査機器用消耗品費　　校正費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品モニタリング強化 2,184            2,184                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 鏡石町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073423 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 5,539            5,227                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食の安全、安心を確保するための体制整備

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 5,227          千円

前年度差

322             千円

5,539            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,947          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

10                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 5,269            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 312             千円 20年度差 302             千円 -10             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費生活啓発物品の配布及び検査機器に係る維持費 2,291            2,291                消費生活啓発物品の配布及び検査機器に係る維持費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員研修会参加旅費 6                  6                      担当職員研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 食品放射能検査体制強化 2,184            2,184                食品放射能検査体制強化

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

5                  5                      参考図書購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 天栄村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書購入費

自治体コード 073440 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 4,486            4,486                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存） なし①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化） 参考図書を用いて職員の研鑚を行い、職員の専門性・対応力を高める。

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

4,486            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 4,486          千円

千円

千円

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

2                千円

1       1,920                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算

-                  

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

4,315            千円

4,313          

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 -                千円 千円前年度差20年度差 -                千円 -2              



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

相談員数

今年度末予定 相談員総数 -      

相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人 今年度末予定うち定数内の相談員 前年度末

消費生活相談員の配置 相談員総数 -      人 人前年度末

人

人 今年度末予定

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員数 人

②研修参加支援

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

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）

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能物質の検査。啓発用チラシの作成・配布 591               591                   
放射能物質検査に校正費：368千円、需用費：148千円、（消耗
品費：100千円、修繕費：48千円）。消費者被害防止のための啓
発用チラシ：75千円。

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能物質検査員 2,100            2,100                
放射能物質検査に係る人件費（賃金：1,820千円、共済費：280
千円）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 下郷町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073628 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,691            2,691                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者の食と安全・安心を確保するための放射能物質検査員。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,691          千円

前年度差

-                千円

2,691            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,463          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,953                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,100                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,463            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,100            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射性物質簡易検査関連 266               266                   消耗品50千円、機器校正費216千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質簡易検査関連 1,320            1,320                人件費1,320千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 檜枝岐村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073644 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 1,586            1,586                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 放射性物質簡易検査関連

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 放射性物質簡易検査関連

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 1,586          千円

前年度差

-                千円

1,586            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,144          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,320                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,320                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 1,144            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,320            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

15,758           2,160                

需用費(検査および啓発活動事務消耗品1,004千円)
需用費(自家消費用農林水産物検査委託のうち195千円)
役務費(機器校正手数料761千円)
備品購入費(非破壊式検査機器周辺設備200千円)

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
食品放射能簡易分析機器(NaI)による農林水産物のスク
リーニング検査の実施および、食品と放射性物質に関す
る啓発活動。

2,184            2,184                人件費(検査員賃金2,184千円)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 只見町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073679 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 17,942           4,344                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 4,344          千円

前年度差

16,199        千円

17,942           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,909          千円

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

うち交付金相当分対象経費

1       1,984                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 18,108           千円

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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 13,598        千円 20年度差 13,598        千円 -2,601        千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品等の放射性物質検査の体制整備 3,024            1,545                消耗品費880千円、校正費665千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射性物質検査の体制整備 9,354            2,027                人件費1名分　共済費253千円、賃金1774千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 南会津町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 073687 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 12,378           3,572                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 3,572          千円

前年度差

4,849          千円

12,378           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,572          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,760                      

対象人員数
（報酬引上げ）

184               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,027                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 8,421            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,027            千円

うち交付金相当分対象外経費 8,806          千円 20年度差 8,622          千円 3,957          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家用野菜等検査業務 543               516                   委託料(300千円)、メンテナンス費用(216千円)

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家用野菜等検査業務 4,723            2,184                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 北塩原村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074021 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 5,266            2,700                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 自家用野菜等検査業務

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 自家用野菜等検査業務

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,700          千円

前年度差

-                千円

5,266            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,624          千円

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

うち交付金相当分対象経費

1       1,628                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                     

実施形態

年間研修総日数 -              

法人募集型

実地研修受入人数 -              

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

人日

人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 4,624            千円

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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,566          千円 20年度差 2,566          千円 2,566          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

-      人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定 相談員数 -      人

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

アンテナショップを活用したイベント、生産者との交流事業 5,117            5,000                旅費、消耗品、委託料等5,116,120円（うち116,120円は町単費）

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）

消費者行政啓発パンフレット配布、チラシ等作成費
食品等の放射能検査に係る物件費（メンテナンス費含む）

1,805            1,800                
啓発物品・チラシ代1,005,000円（うち5,000円は町単費）
放射能検査用物件費（＠300,000×2）+（＠200,000×1）＝800,000

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能検査に係る人件費 2,160            2,160                
賃金＠158,000×12ヶ月＝1,896,000円
社会保険料＠22,000×12ヶ月＝264,000円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 西会津町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074055 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 9,082            8,960                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） アンテナショップを通じた風評払拭・生産者交流のイベントに係る旅費、消耗品、委託料等

啓発用パンフレット、ボールペン等の購入

（強化） 消費者被害防止のための啓発物品（パンフレット・ボールペン等）の購入。食品等の放射能検査機器真度校正費及び消耗品の購入。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射能検査に係る人件費（賃金、社会保険料、公務災害負担金）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 8,960          千円

前年度差

5                千円

9,082            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,724          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,110                     

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,160                     

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 3,729            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,160            千円

うち交付金相当分対象外経費 122             千円 20年度差 122             千円 117             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 有



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能簡易検査機校正点検料
放射能簡易検査室光熱水費

               492                    492
校正点検料（２台分）４３２千円
放射能簡易検査室光熱水費（年間）６０千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射能簡易検査業務 2,046            2,046                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 磐梯町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074071 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,538            2,538                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,538          千円

前年度差

-                千円

2,538            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,877          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,024                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,046                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 1,877            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,046            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射性物質検査体制の整備、消耗品費、校正費（３台分） 1,545            1,545                放射性物質検査用消耗品費、機械校正費、備品購入費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 放射性物質に係わる研修費 8                  8                      旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査に係わる人件費 2,234            2,184                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 猪苗代町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074080 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 3,787            3,737                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 放射性物質検査に必要な消耗品及び備品の購入・検査機の点検（校正）

（既存）

（強化）

（強化） 放射性物質検査に係わる研修への参加。

（既存） なし

（強化） 放射性物質検査のための人員確保。

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 3,737          千円

前年度差

110             千円

3,787            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,854          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

20                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 3,964            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 50               千円 20年度差 30               千円 -60             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

1      人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 放射性物質検査に関わる研修会の参加

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 有



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

アンテナショップ運営及び、首都圏等の物産イベント参加
による、農産物や特産品の風評被害払拭

5,300             5,000                 
アンテナショップ（店舗家賃、運営委託費、運送費、
チラシ作成費、旅費、イベント経費等）　（先駆的プログラム）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

2,413             2,413                 
啓発パンフレットの購入
検査機器の消耗品・メンテナンス経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談に関する研修に参加 250               200                   研修参加旅費・負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査機器の貸与により食品の安全性確保 1,933             1,933                 検査員の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津坂下町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 74217 平成 26 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

合計 - 9,896             9,546                 -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

なし

東京都葛飾区にアンテナショップ運営。食品と放射能に関するチラシやレジ袋を作成・活用し、物産と併せ農産物の安全性を地域住民
にＰＲする。また、地域住民を会津坂下町に招待し、自ら食や地域を体感することにより安全性のＰＲを図る。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

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

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置にかかる放射性物質検査に従事する検査員の人件費

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象経費 9,546           千円

前年度差

5,038           千円

14,596           千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成26年度の消費者行政予算

7,045           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

うち基金（交付金相当分）対象経費

1       1,944                      

対象人員数
（報酬引上げ）

50                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,933                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

平成25年度の消費者行政予算 12,083           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 1,933             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,050           千円 20年度差 5,000           千円 12               千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人平成25年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

相談員総数 -      人 平成26年度末予定 相談員総数 -      消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 平成25年度末 相談員数 人 平成26年度末予定 相談員数

平成25年度末 相談員数 人 平成26年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成25年度末 相談員数 人 平成26年度末予定 相談員数

④その他

人

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能簡易分析装置に係る放射性物質検査 373               373                   放射性物質検査に伴う消耗品費等

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析装置に係る放射性物質検査 1,935            1,935                放射性物質検査に伴う操作員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 湯川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074225 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,308            2,308                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 放射性物質検査に伴う機器消耗品、修繕費、校正手数料

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射性物質検査に伴う操作員賃金・社会保険料

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,308          千円

前年度差

-                千円

2,308            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,477          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,728                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,935                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,477            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,935            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射性物質簡易検査事業 516               516                   消耗品費・校正費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質簡易検査員 2,184            2,184                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 柳津町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074233 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,700            2,700                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 消費者の食品等の放射性物質簡易検査を実施する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者の食品等の放射性物質簡易検査を実施する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,700          千円

前年度差

-                千円

2,700            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,624          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,000                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,624            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射性物質簡易検査事業 516               516                   消耗品費・校正費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質簡易検査員 2,184            2,184                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 三島町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074446 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,700            2,700                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 消費者の食品等の放射性物質簡易検査を実施する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射性物質簡易検査員を確保する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,700          千円

前年度差

-                千円

2,700            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,624          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,000                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,624            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能簡易分析装置のメンテナンスと消耗品購入 529               529                   
分析装置メンテナンス（ポニー工業）　　　216,000円
分析装置メンテナンス（アトムテック）　　　112,752円
消耗品等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 金山町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074454 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,545            2,545                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 放射能簡易分析装置のメンテナンス（真度校正）　　　　　消耗品の購入

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,545          千円

前年度差

-                千円

2,545            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,336          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,953                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,016                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,336            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,016            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

広報資料の作成、放射能簡易検査に係る消耗品 702               702                   
パンフレット購入費、放射能簡易分析装置に係る消耗品、校正
費

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

社会福祉協議会と連携し、相談会を開催 90                 90                    相談会講師謝礼

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析検査員 1,785            1,785                検査員人件費、社会保険料、雇用保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 昭和村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074462 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,577            2,577                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 注意喚起のパンフレット等を購入。消費者向けに放射能測定業務の実施

（既存） なし

（強化） 社会福祉協議会と連携し、相談会を開催する。

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射能測定業務の検査員を確保する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,577          千円

前年度差

-                千円

2,577            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,944          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,920                      

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,785                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,944            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,785            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品の放射性物質簡易検査機器の備消耗品及びメンテ
ナンス費

1,984            1,984                
消耗品＠200千円×4台、維持費＠50千円×4台、真度校正＠
216千円×4台、電話代　@10千円×12月

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品の放射性物質簡易検査に伴う検査員の人件費 2,184            2,184                @2,184千円×1名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 会津美里町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074471 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 4,168            4,168                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 食品の放射性物質簡易検査機器の備消耗品及びメンテナンス費

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食品の放射性物質簡易検査に伴う検査員の人件費

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 4,168          千円

前年度差

9,887          千円

14,529           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,164          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,952                      

対象人員数
（報酬引上げ）

30                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 14,051           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 10,361         千円 20年度差 10,331         千円 474             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

検査消耗品、メンテナンス、ゲルマ線源、施設増強等 3,201            3,201                
旅費　49千円、消耗品費　1,200千円、機器メンテナンス　831千
円、検査室改造費　600千円、ゲルマ体積線源　521千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査員の配置 2,052            2,052                検査員人件費1名分　　2,052千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 西郷村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074616 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 5,253            5,253                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 食品中の放射性物質検査に必要な消耗品・機器校正費用等、ゲルマニウム半導体検出器による検査体制の強化、検査室のラドンガス対策のための検査室改造

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食品検査の充実を図る。（放射性物質検査員　1名配置）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 5,253          千円

前年度差

3,512          千円

9,942            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

8,797          千円

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

うち交付金相当分対象経費

1       1,953                      

対象人員数
（報酬引上げ）

15                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,052                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 12,309           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 23                 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,052            千円

うち交付金相当分対象外経費 4,689          千円 20年度差 4,674          千円 1,177          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上 ○ 時給880円から900円に増額

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援 ○ 放射線取扱主任者研修会等への各種研修会参加費用として（49千円）

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者の身近なところで食品等の放射性物質検査ををす
る体制の整備

484               484                   検査機器放射能分析メンテナンス費用、消耗品等

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

2,184            2,184                検査員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 泉崎村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 074641 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,668            2,668                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 放射能管理分析は、検出後の経年的変化があるため、再構成し適正状態で分析結果を得ることにより、村民の健康と食品の安全性の確保を図る。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,668          千円

前年度差

4,803          千円

4,974            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,603          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

2,000                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 7,406            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,306          千円 20年度差 2,306          千円 -2,497         千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



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）

合計 - 3,266            2,572                -

自治体コード 074659 平成 26 年度

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者庁から貸与された放射能簡易分析装置により、野
菜等の放射能分析簡易検査を実施する

2,782            2,088                人件費　2,088千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

米・野菜・飲用井戸水などの放射性物質を検査するため
借り受けた、放射能簡易分析装置の検出効率再校正を実
施する

484               484                   分析装置校正費用　１８４千円　　　消耗品等　３００千円

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 中島村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

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）

（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） 放射能簡易分析装置は、検出効率の経年的変化があるため再校正し適正な状態で分析結果を得ることにより食の安全・安心を確保する

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析装置により、野菜等の放射能分析簡易検査を実施するための人員確保

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

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）

（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

５．消費者行政予算について

千円うち交付金相当分対象外経費 694             千円 千円 前年度差 694             20年度差 694             

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,088            千円

年間実地研修受入総日数 人日

2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

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       

法人募集型

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

3,266            千円今年度の消費者行政予算

うち交付金相当分対象経費 2,572          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

-                千円うち交付金相当分対象外経費

前年度の消費者行政予算 455               千円

うち交付金相当分対象経費 455             千円

-                  千円平成20年度の消費者行政予算

対象人員数計 追加的総費用

1       2,088                      

実地研修受入人数 人

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

③就労環境の向上

④その他

人

①報酬の向上

②研修参加支援

具体的内容処遇改善の取組

人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定 相談員総数 -      人



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）

合計 - 12,188           8,700                -

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

姉妹都市５０周年記念イベントなどの際に農産品の紹介
やパネル展示を行い、消費者の理解を促進させ、食の安
全・安心をPRして風評被害の払拭を図る。

5,000            5,000                イベント経費

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

1,588            1,516                消耗品費・メンテナンス費・測定センター維持管理経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者の食の安心・安全を確保するため、消費者の身近なところ
で食品等の放射性物質を検査する体制を整備する。

5,600            2,184                人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 矢吹町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

074667 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

姉妹都市５０周年記念イベントなどの際に農産品の紹介やパネル展示を行い、消費者の理解を促進させ、食の安全・安心をPRして風評
被害の払拭を図る。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-74             千円うち交付金相当分対象外経費 2,977          千円 20年度差 2,955          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,953                      

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 8,700          千円

3,051          千円

11,677           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,602          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

22                 千円

6,653            千円前年度の消費者行政予算

1       2,184                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 有

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 8,785             7,780                -

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

友好交流都市にあるアンテナショップにおいて、観光・物
産品等の情報発信業務、消費者モニター、現地ツアー企
画などを委託し、消費者との信頼関係を構築する。

5,500             4,500                
事業実施のための業務委託料
各種事業にかかる旅費、消耗品、燃料費、印刷製本費、
役務費、使用料

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

1,472             1,467                
広報資料、啓発物資等作成、購入
検査に使用する消耗品等購入
放射能簡易分析装置のメンテナンス料

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

1,813             1,813                操作員に係る人件費（保険料、賃金）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 棚倉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

074811 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

アンテナショップの運営委託により、情報発信やモニタリング調査、現地体験ツアー企画を行い風評被害の払拭に努める。

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者トラブルに対する周知啓発による問題解決力の強化及び消費者の食の安全・安心確保のための放射能簡易装置分析装置検査を引き続き実施する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） 消費者トラブルに対する対策について周知し、住民の意識の高揚を図る。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-106           千円うち交付金相当分対象外経費 3,654          千円 20年度差 3,644          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,813             千円

うち交付金相当分対象経費

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      1,752                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 7,780          千円

3,760          千円

11,434           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,981          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

10                 千円

6,741             千円前年度の消費者行政予算

1      1,813                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 有

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 5,350            3,036                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

①消費者教育・啓発用パンフレットを購入し、全戸に配布
することにより、町民に対する消費者教育・啓発を図る。
②東日本大震災に係る原発事故に伴い、食品の安全性
が叫ばれるなか、食品の放射性物質を測定し、町民の安
全・安心を図る。

1,098            910                   

①広報資料・コンテンツ作成・購入費　194,000円

②簡易測定に係る消耗品費　500,000円
　（既存測定器300,000円　非破砕式測定器200,000円）
　簡易測定器校正手数料　216,000円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品の放射性物質測定に係る作業員賃金の支給 4,252            2,126                作業員賃金、社会保険料等（1名分）　2,126,000円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 矢祭町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

074829 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
①消費者教育・啓発用パンフレットを配布し、消費者の教育及び啓発を図る。
②食品の放射性物質測定に係る消耗品、機器の校正を実施し、測定業務の安定化を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-4,317         千円うち交付金相当分対象外経費 2,314          千円 20年度差 2,314          千円

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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,126            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,920                      

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 3,036          千円

6,631          千円

5,350            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,791          千円

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

-                  千円

9,422            千円前年度の消費者行政予算

1       2,126                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 3,487            3,487                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者啓発のチラシを全戸配布、検査機器のメンテナン
ス、放射能物質検査に伴なう消耗品の購入

1,303            1,303                
チラシ作成費、紙・インク等消耗品、検査機器メンテナンス費
用、タオル・ゴム手袋等消耗品費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易検査人件費 2,184            2,184                簡易検査人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 塙町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

074837 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） チラシの配布

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-                千円うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -65             千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,891                      

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 3,487          千円

-                千円

3,487            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,392          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

65                 千円

3,392            千円前年度の消費者行政予算

1       2,184                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 2,487             2,487                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

①自家消費野菜等の簡易分析に係る検査体制を充実さ
せるため、消耗品の購入や検査機器のメンテナンスを行
う。
②消費者を守る未然防止チラシを作成し、悪質業者から
消費者の暮らしを守る。

562               562                   
①消耗品購入300,000円、検査機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ183,600円
②消費者を守る啓発チラシ作製費77,760円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

1,925             1,925                臨時職員の検査員賃金（社会保険料込）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 鮫川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

074845 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
①自家消費野菜等の放射能簡易分析に係る各種消耗品、データ管理や分析、環境整備のための更なる強化を図る。
②悪質業者による消費者を狙う手口は常に生まれているため、最新の情報を提供し、消費者教育と消費者トラブル未然防止を兼ねてチ
ラシを作成し配布する。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）
①なし
②なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-                千円うち交付金相当分対象外経費 -                千円 20年度差 -                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,925             千円

うち交付金相当分対象経費

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      1,728                     

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 2,487          千円

-                千円

2,487             千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,673          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

-                   千円

2,673             千円前年度の消費者行政予算

1      1,925                     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 1,722            1,721                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

啓発資料を全戸に配布
放射性物質検査体制の整備

1,722            1,721                
啓発資料購入経費
放射性物質検査に係る消耗品等購入及び機器メンテナンス経費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 石川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

075019 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）
自立した消費者の育成のために啓発資料を作成し全戸に配布する。
消費者の食の安心安全を確保するため放射性物質検査に係る必要な消耗品の購入や機器のメンテナンスを行う。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

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

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

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

うち交付金相当分対象経費

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 1,721          千円

1                千円

1,722            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

1,881          千円

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

-                  千円

1,882            千円前年度の消費者行政予算

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 2,991            2,989                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家消費野菜等の放射性物質検査体制整備 1,028            1,027                検査に伴う消耗品代及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ委託料

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 自家消費野菜等の放射性物質検査体制整備 1,963            1,962                検査員賃金及び社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 玉川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

075027 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-2,146         千円うち交付金相当分対象外経費 3,918          千円 20年度差 3,908          千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,962            千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,953                      

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 2,989          千円

6,064          千円

6,907            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,749          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

10                 千円

8,813            千円前年度の消費者行政予算

1       1,962                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



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）

合計 - 3,389            3,387                -

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者被害未然防止啓発　放射能簡易検査関連 3,125            3,124                委託料（人件費補助）消耗品　校正費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者被害未然防止啓発　放射能簡易検査関連 264               263                   社会保険料（人件費補助）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

自治体コード

事業の概要

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

交付金相当分対
象経費

対象経費

都道府県名 福島県 市町村名 平田村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

075035 平成 26 年度

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

事業名 事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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）

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

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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

（既存）

（強化）  

（既存）

（強化）

（既存） なし

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

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）



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

５．消費者行政予算について

-53             千円うち交付金相当分対象外経費 2                千円 20年度差 2                千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 263               千円

うち交付金相当分対象経費

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       1,920                      

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

前年度差

うち交付金相当分対象経費 3,387          千円

55               千円

3,389            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,312          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

-                  千円

3,367            千円前年度の消費者行政予算

1       263                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

平成20年度の消費者行政予算

人

年間研修総日数

実施形態



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無

人

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人 今年度末予定 相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

消費生活相談員の配置

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

相談員総数 -      

うち委託等の相談員 前年度末

人前年度末 相談員総数 -      人 今年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

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

1,050            992                   
ティシュ、うちわ等の購入
食品放射能測定機器校正費
食品放射能測定用消耗品代

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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

4,724            1,820                食品放射能測定臨時・嘱託職員賃金

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 浅川町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075043 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 5,774            2,812                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
夏の花火大会、フェスティバル、ＰＴＡ大会敬老会等各種事業の際に消費者行政啓発活動を展開する。
消費者の食の安全･安心を確保するため、消費者の身近なところで食品等の放射性物質を検査する体制を整備する。
各種事業の際の啓発活動のほか、月に２度実施する防犯街頭活動とタイアップし、町内各地で啓発活動を展開する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

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

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,812          千円

前年度差

2,794          千円

5,774            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,657          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,705                      

対象人員数
（報酬引上げ）

555               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,820                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 5,451            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,820            千円

うち交付金相当分対象外経費 2,962          千円 20年度差 2,407          千円 168             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家消費野菜等の放射能簡易検査に関する経費 483               483                   消耗品費　300千円　校正費用　１８３千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
自家消費野菜等の放射能簡易検査に伴う臨時職員の雇
用

1,718            1,718                
賃金＠6,160円/日×20日×12か月＝1,478千円　　社会保険料
等　240千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 古殿町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075051 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 2,201            2,201                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査実施に係る検査機用消耗品費購入、機器校正費用

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 自家消費野菜等の放射能簡易検査に伴う臨時職員の雇用

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 2,201          千円

前年度差

-                千円

2,201            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,025          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,920                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,718                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,025            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,718            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射性物質検査体制の整備 6,886            1,716                食品等の放射性物質測定に係る消耗費及び保守料

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

消費者生活啓発用冊子全戸配布及び啓発用回覧板配布 526               503                   消費者生活啓発用冊子購入費及び啓発用回覧板購入費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 放射性物質検査体制の整備 12,826           1,761                食品等の放射性物質測定に係る人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 三春町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075213 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 20,238           3,980                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 消費者の食の安全・安心を確保するための食品等の放射性物質測定体制の強化

（既存） なし

（強化）
消費者行政や相談窓口の周知・消費生活啓発用冊子を全戸及び新成人へ配布、また、啓発用回覧板を行政区に配布し消費者行政
の啓発を行う。

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費者の食の安全・安心を確保するための食品等の放射性物質測定体制の強化

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 3,980          千円

前年度差

11,768         千円

20,238           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,897          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

23                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,761                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 15,665           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,761            千円

うち交付金相当分対象外経費 16,258         千円 20年度差 16,235         千円 4,490          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

放射能簡易分析機器による食品の放射能分析、無料法律相談会の開催 1,286            1,284                
放射能簡易分析装置整備事業用消耗品費、役務費
無料法律相談会開催用報償費、消耗品費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 職員の資質向上を目的とした各種研修会への参加 72                 71                    研修参加による旅費、資料代

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易分析機器による食品の放射能分析 1,931            1,929                放射能簡易分析装置整備事業人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 小野町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075221 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 3,289            3,284                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
放射能簡易分析機器により食品の放射能分析を行い、住民の安全・安心を図るとともに、町民の消費生活に関する問題を解決するため、
法律専門家による無料相談会を開催する。

（既存）

（強化）

（強化） 国民生活センター等が実施する消費者行政職員研修講座等に職員を参加させ、職員の資質向上を図る。

（既存） なし

（強化） 放射能簡易分析機器により食品の放射能分析を行い、住民の安全・安心を図る。

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 3,284          千円

前年度差

133             千円

3,721            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,382          千円

- 千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,952                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,929                      

実施形態

年間研修総日数 -              

法人募集型

実地研修受入人数 -              

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -              人

人日

人

年間実地研修受入総日数 -              人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 3,515            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 - 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,929            千円

うち交付金相当分対象外経費 437             千円 20年度差 437             千円 304             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

- 人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 - 人 今年度末予定 相談員数 - 人

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品等における放射能簡易分析事業
法テラスによる専門家相談窓口

7,712            7,712                光熱水費、消耗品費、機器校正費、講師謝礼、講師旅費

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等における放射能簡易分析事業 2,128            2,128                人件費(1名分)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 広野町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075418 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 9,840            9,840                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 広野町町民の食品に対する安全・安心をより確保するため、検査の実施。法テラスふたばにおける専門家相談窓口の開設。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 一般食品等の放射能簡易分析の検査態勢の強化、検査スタッフの育成を図る。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 9,840          千円

前年度差

9,289          千円

24,211           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

17,161         千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,928                      

対象人員数
（報酬引上げ）

46                 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,128                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 26,450           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,128            千円

うち交付金相当分対象外経費 14,371         千円 20年度差 14,325         千円 5,082          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費者啓発事業等に関する経費、
放射能簡易検査に関する必要経費

5,174            5,174                
放射能簡易検査に係る消耗品費2700千円、校正費1912千円、
消費者啓発リーフレット印刷製本費562千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員研修 51                 51                    旅費48千円、教材費3千円

⑧消費生活相談体制整備事業 放射能簡易検査員人件費に関する経費 4,368            2,184                人件費182千円*12ヶ月*1名

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 楢葉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075426 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 9,593            7,409                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
原発事故以後の消費生活・消費者意識の変化に伴う町民からの要望に対応する為、放射性物質を検査する体制を整備する。
町民を対象とし、悪質商法や詐欺等の被害を予防する為、消費者向け教育啓発活動を実施する。

（既存）

（強化）

（強化） 研修を受ける事で消費生活担当職員のレベルアップを図る。

（既存） なし

（強化） 原発事故以後の消費生活・消費者意識の変化に伴う町民からの要望に対応する為、放射性物質検査員を配置する。

（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 7,409          千円

前年度差

2,124          千円

9,730          千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,945          千円

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

うち交付金相当分対象経費

1       1,386                      

対象人員数
（報酬引上げ）

9                千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 7,069          千円

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

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184          千円

うち交付金相当分対象外経費 2,321          千円 20年度差 2,312          千円 197             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

1      人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定 相談員数 -      人

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

福島県より貸与された放射能簡易測定器を活用し、消費
者の食品に対する不安解消を目的とし測定業務を行う

4,485            4,485                測定業務に係る経費(消耗品費、修繕費、委託料、備品購入費)

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
福島県より貸与された放射能簡易測定器を活用し、消費者の食品に対す
る不安解消を目的とし測定業務を行いつつ、人材育成に努める

10,672           1,769                測定業務に係る経費(賃金)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 富岡町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075434 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 15,157           6,254                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 警戒区域見直しにより、区域再編されることにより町内での作付等も今後出てくることから、食品の放射能簡易測定器を増設し体制を強化する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 放射能に関する知識をより深め、区域見直し後の町内での測定業務を実施できる人材育成に努める。

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 6,254          千円

前年度差

2,117          千円

15,157           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

23,678         千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,952                      

対象人員数
（報酬引上げ）

5                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,769                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 25,795           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,769            千円

うち交付金相当分対象外経費 8,903          千円 20年度差 8,898          千円 6,786          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品放射能簡易検査事業 27,093           27,092               

消耗品等経費：3,300千円（300千円×11台）、メンテナンス校正
費：2,192千円（アロカ6台×216,000円、桑和1台×162,000円、
アクロ4台×183,600円）、食品放射能検査場建設事業：21,600
千円（1施設）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 川内村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075442 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 27,093           27,092               -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし。

（強化）
徐々に少人数ながら帰村者率が増加をしてきている。また昨年度から農産物の作付が可能となったこともあり、より強化な体制づくりとし
たい。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 27,092        千円

前年度差

1                千円

27,093           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

41,424        千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

対象人員数
（報酬引上げ）

40                 千円

対象人員数計 追加的総費用

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 41,425           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 1                千円 20年度差 -39             千円 -                千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家消費野菜等放射能検査 737               716                   分析に係る消耗品、メンテナンス（真度校正）費用

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 大熊町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075451 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 737               716                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 自家消費野菜等放射能検査事業

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 716             千円

前年度差

88               千円

737               千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

799             千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

対象人員数
（報酬引上げ）

0 千円

対象人員数計 追加的総費用

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 887               千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 21               千円 20年度差 21               千円 -67             千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

自家消費野菜等の食品などの放射能簡易分析検査を実
施することで町民の安心・安全を確保するため

3,336            3,336                
需用費(750千円)、役務費：運搬料(360千円)、機器校正委託料
(2,070千円)、備品購入費：500mlシステム(156千円)

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業
「食の安心・安全」に資するための検査体制及び消費生活
相談体制の充実化を図るため

1,902            1,902                臨時職員人件費（1名）：賃金(1,671千円)、社会保険料(231千円)

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 双葉町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075469 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 5,238            5,238                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 自家消費野菜等の食品などの放射能簡易分析における消耗品費及びメンテナンス等に係る経費

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 「食の安心・安全」に資するための検査体制及び消費生活相談体制の充実化を図るため臨時職員を配置する

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 5,238          千円

前年度差

-                千円

5,238            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

3,880          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       1,875                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,902                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 3,880            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 1,902            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品等の放射能簡易分析業務の整備 3,396            3,396                
放射能簡易分析装置、Ｇｅ半導体検査器消耗品費2,100千円
放射能簡易分析機器校正費用1,296千円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 食品等の放射能簡易分析に伴う人件費 14,052           2,184                臨時職員賃金１名分

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 浪江町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075477 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 17,448           5,580                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 食品等の放射能分析業務

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） なし

（強化） 食品等の放射能分析業務

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 5,580          千円

前年度差

223             千円

14,052           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

23,422         千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 23,645           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

うち交付金相当分対象外経費 8,472          千円 20年度差 8,472          千円 8,249          千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

消費生活相談窓口の強化を図るため、専門家に派遣を
依頼する。放射性物質検査体制の整備、消費生活相談
窓口の強化を図るため、専門家に派遣を依頼する。

4,497            4,497                
報酬、旅費、放射性物質検査人件費、機器メンテナンス委託、
消耗品代等

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 新地町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075612 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 4,497            4,497                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化）
消費生活相談窓口の強化を図るため、専門家に派遣を依頼する。消費者の食に対する不安を無くし、安全・安心な生活を送ることができ
るように食品の放射性物質の検査を強化する。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 4,497          千円

前年度差

-                千円

4,497            千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

2,004          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

1       2,016                      

対象人員数
（報酬引上げ）

千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,184                      

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 2,004            千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 2,184            千円

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



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 有

②前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先駆的事業）

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

食品等の放射性物質測定体制の強化、充実 11,278           4,558                
測定器校正費　10台分　1,558,000円
（アトム×5、アロカ×3、アクロ×1、テクノ×1）
消耗品費　10台分　3,000,000円

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 福島県 市町村名 飯舘村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 075647 平成 26 年度

事業名 事業の概要 事業経費
交付金相当分対

象経費
対象経費

合計 - 11,278           4,558                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

なし

（強化） 正確な測定を維持するための機器点検、校正の実施

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充） （強化）

（既存）
②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金相当分対象経費 4,558          千円

前年度差

6,941          千円

11,278           千円

うち交付金相当分対象外経費

今年度の消費者行政予算

4,506          千円

千円うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金相当分対象経費

対象人員数
（報酬引上げ）

-                  千円

対象人員数計 追加的総費用

実施形態

年間研修総日数

法人募集型

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

人日

人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

平成20年度の消費者行政予算

前年度の消費者行政予算 11,447           千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金相当分対象外経費 6,720          千円 20年度差 6,720          千円 -221           千円



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

８．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

人前年度末

①報酬の向上

具体的内容処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員

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

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数

前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

①前年度における首長表明の有無 無

②前年度における雇止めの有無 無




