
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 - 48,626           26,297               -

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）

スーパーバイズ事業 972               972                   消費生活相談員スーパーバイズ業務委託費

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）

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

36,837           18,060               
啓発物資購入・印刷、講習会等講師謝礼、講座開催委託料、消
費生活センターHP管理業務委託料、放射性物質検査委託料、
放射性物質検査に係る消耗品、検査に係る人件費等

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）

消費生活パートナー事業 1,105             1,105                 
パートナー研修会等講師謝礼、啓発物資購入・印刷、啓発物資
郵送料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
国民生活センター相談員研修、メンタルヘルス対策、
消費者教育講座、基金等説明会

840               636                   研修等参加旅費、負担金、相談員メンタル対策

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の増員・報酬の改定 6,696             3,348                 増員分の相談員の報酬・平成22年度からの報酬改定分×１/2

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） 相談員研修会 140               140                   講師謝礼、旅費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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） 専門家派遣事業 2,036             2,036                 被災地への専門家派遣事業に係る謝礼、旅費等

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

都道府県名 宮城県 市町村名 仙台市 自治体コード 41009



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化） 消費生活相談員スーパーバイズの活用による相談体制の強化

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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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）
①消費者啓発、多重債務対策、消費者教育の推進等：有（リーフレット作成等）
②各種媒体を活用した消費者教育、見守り事業、食品の放射性物質検査：無

（強化）
①リーフレットの購入・作成の強化、講習会等開催費用等
②消費生活センターHPの管理運営、高齢者等の見守り事業、放射性物質に関する検査等

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）

（既存）

（強化） 平成23年度から引き続き消費生活パートナー事業の実施

⑦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） 一部相談員のみが参加

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 平成20年度末で10人体制。

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化） 相談員研修会を開催し、相談員のスキルアップ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化） 被災地への専門家派遣事業

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



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

前年度差 -14,633       千円うち交付金相当分対象外経費 57,788         千円 20年度差 16,747         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 5,214             千円

今年度の消費者行政予算 84,085           千円

うち交付金相当分対象経費 26,297         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外経費 72,421         千円

うち交付金相当分対象経費 47,857         千円

千円

前年度の消費者行政予算 120,278         千円

対象人員数計 追加的総費用

12     6,696                      

平成20年度の消費者行政予算 41,041           

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       2,880                      

対象人員数
（報酬引上げ）

10     

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 前年度より継続して相談員が年1回以上国民生活センター等の研修に参加できるよう支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 H22から相談員の報酬を増額（152,200円/月→165,900円/月　　13,700円増額）

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 12     人 今年度末予定 相談員数 12     人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 12     人 今年度末予定 相談員総数 12     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 - 10,159           6,779                 -

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）

消費者被害防止のための啓発 1,279             1,279                 
ラジオ放送委託料、新聞広告、パンフレット作製費、講演会開催
経費等

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） 国民生活センター等が主催する相談員研修 537               480                   旅費・受講料

⑧消費生活相談体制整備事業
・相談員の増員（１名）
・相談員の勤務日数及び勤務時間の拡大（４名）

8,332             5,020                 
・報酬
・社保料、通勤手当

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談業務環境の強化 11                 執務参考図書等

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 石巻市 自治体コード 42021



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） ラジオ放送、新聞広告、パンフレット作成等により消費者被害の未然防止に取り組む。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県外で開催される資格取得や研修などについては相談員の自費により参加

（強化） 国民生活センター等が主催する研修に相談員が参加できるよう旅費等を支援

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費生活相談員３名

（強化）
増加する業務を円滑に処理するため相談員を１名増員するとともにＰＩＯ－ＮＥＴの入力や消費者教育・出前講座等を積極的に実施する
ため相談員の勤務日数及び勤務時間を拡大する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）                                                                                                                                                                                         

（強化）

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

前年度差 -64             千円うち交付金相当分対象外経費 3,380           千円 20年度差 -1,399         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 6,854             千円

今年度の消費者行政予算 10,159           千円

うち交付金相当分対象経費 6,779           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外経費 3,444           千円

うち交付金相当分対象経費 7,365           千円

千円

前年度の消費者行政予算 10,809           千円

対象人員数計 追加的総費用

4       5,064                      

平成20年度の消費者行政予算 4,779             

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）

4       1,085                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 研修参加費用について支援する

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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 4      人

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 人

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

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

都道府県名 宮城県 市町村名 塩竈市 自治体コード 42030

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センター拡充を図るための執務参考資料等購入 25                 25                     執務参考資料等購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚ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）

学校給食等において、国・県が行う定期検査を補完する
ためのモニタリング等。消費者教育関連啓発用パネル作
成等。

5,930             5,018                 
放射性物質測定事業委託契約費、機器メンテナンス費用、消費
者教育関連啓発パネル作成費等

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）

⑪地域社会における消費者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）

合計 - 5,955             5,043                 -

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



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） ・放射性物質検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・なし

（強化） ・放射性物質検査機器メンテナンス等に係る費用　　　　　・消費者の問題能力向上を図るための啓発用パネル作成。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 消費生活センター拡充を図るための執務参考資料等購入

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）

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

前年度差 298             千円うち交付金相当分対象外経費 2,502           千円 20年度差 1,284           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 5,043             千円

今年度の消費者行政予算 7,545             千円

うち交付金相当分対象経費 5,043           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外経費 2,204           千円

うち交付金相当分対象経費 4,311           千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,515             千円

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 1,218             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 相談員の知識向上を目的とし、可能な限り多くの説明会・研修会等へ参加。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 1,985             1,985                 -

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、啓発用冊子の配付
②放射性物質検査に係る機器のメンテナンス費用等

616               616                   
①416千円～啓発用冊子「くらしの豆知識」の購入
②200千円～放射性物質検査機器校正費、検査に関わる
事務消耗品等

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） 国民生活センター等が実施する研修への参加 542               542                   旅費、研修費（受講負担金）

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談員の年間勤務時間の増加を図ることにより
相談機能の充実を図り、併せて消費生活相談員の待遇
改善を行う。

827               827                   報酬（通勤手当相当額含む）、社会保険料（雇用主負担分）

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 気仙沼市 自治体コード 42056



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 広報活用による啓発と予算の範囲内での消費者啓発学習会等の開催

（強化）

[21、22、23、24、25年度]啓発用冊子「くらしの豆知識」を購入し、新成人や民生委員等高齢者の見守り機関への配付や金融機関等の窓
口に配置した。自治会組織(隣組単位)　に対しては、消費者啓発仕様の「回覧版」や「リーフレット」を購入し配付した。
[26年度]①引き続き「「くらしの豆知識」を購入し消費者啓発に活用したい。②震災後、一般住民向けに食品等の放射性物質検査を実施
しており、25年度から検査機器のメンテナンス等について基金を活用している。26年度についても同様に活用させていただきたい。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

（強化）
基金を活用し21年9月から少しずつ整備され、平成26年度については、全相談員(2名)の年間総勤務時間数は3,016時間(内訳：相談員2
名が在籍し、2名とも1週あたりの勤務時間数は29時間)で、総報酬額は3,086,000円(通勤手当相当額含む)、待遇等については、健康保
険、厚生年金、雇用保険へ加入している。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存） 県内の研修に予算の範囲内での参加

（強化）
21年度から基金を活用し、相談員及び消費者行政担当職員が専門知識を習得するための国民生活センター等で主催する研修に参加
しており、26年度についても引き続き、消費生活相談員の旅費や受講負担金を支援し、相談員の資質向上を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化）
[21、22、23、24、25年度]相談室の改修や机、椅子保管庫等の備品及び参考執務図書を整備し、相談業務環境を改善した。
[26年度]なし

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）

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

前年度差 9                 千円うち交付金相当分対象外経費 3,135           千円 20年度差 529             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 827               千円

今年度の消費者行政予算 5,120             千円

うち交付金相当分対象経費 1,985           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 646               千円

うち交付金相当分対象外経費 3,126           千円

うち交付金相当分対象経費 2,431           千円

千円

前年度の消費者行政予算 5,557             千円

対象人員数計 追加的総費用

2       827                         

平成20年度の消費者行政予算 2,606             

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       442                         

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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 ○ 平成24年4月から、健康保険と厚生年金へ加入

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

②研修参加支援 ○ 研修参加の旅費と受講負担金を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○
平成24年4月から、勤務時間の増加（週21.75時間→週29時間）に伴う報酬額の増額（月
額報酬額91,000円→122,000円、時給965円→970円）
平成26年4月から、通勤手当相当額の支給

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 2      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 3,607             2,803                 -

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）

消費者被害防止のための啓発を図る。
食の安全・安心に関する事業を実施する。

1,912             1,912                 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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） 相談員が県内で開催する研修への参加を支援（１名）する。 28                 28                     研修参加に必要な旅費、研修費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員報酬を２０％引き上げる。 960               156                   H23まで月額67,000円*12月→H24から月額80,000円*12月の差額分

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談窓口を拡充し相談事業を強化する 707               707                   消費生活相談室移転に伴う備品購入及び執務参考資料購入他

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 白石市 自治体コード 42064



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 被害防止のパンフレットを作成し配布する。食の安全・安心に関する事業（放射能関連）を実施する。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員の報酬を引き上げる。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） なし

（強化） 移転による拡充。強化のための執務参考図書等の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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



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

前年度差 1                 千円うち交付金相当分対象外経費 805             千円 20年度差 -373            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 156               千円

今年度の消費者行政予算 3,608             千円

うち交付金相当分対象経費 2,803           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外経費 804             千円

うち交付金相当分対象経費 2,718           千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,522             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       156                         

平成20年度の消費者行政予算 1,178             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 旅費・研修費を支援する。

③就労環境の向上 ○ 相談室を移転し拡充する。

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬を２０％引き上げる。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 1,251             963                   -

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）

消費者被害防止のための啓発 824               705                   消費者啓発用小冊子の作成

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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） 相談員がレベルアップを図るための研修会等への参加 238               179                   旅費、負担金

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口機能強化 189               79                     執務参考図書、事務用備品の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 名取市 自治体コード 42072



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 契約トラブル防止パンフレット等作成。

（強化） 消費者啓発用小冊子を作成し、消費者被害防止のための啓発活動を実施する。

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

（既存）

（強化）

⑦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） 市町村消費生活相談員連絡協議会が開催する研修会への相談員参加支援（２名）

（強化） 国民生活センター等が開催する研修会への相談員参加支援（２名）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者生活相談に関する判例集等を購入し、相談業務に活用する。

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

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）

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

前年度差 -458            千円うち交付金相当分対象外経費 4,704           千円 20年度差 -542            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 4,879             千円

今年度の消費者行政予算 5,667             千円

うち交付金相当分対象経費 963             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外経費 5,162           千円

うち交付金相当分対象経費 963             千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,125             千円

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 5,246             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等開催の研修会参加のための旅費、負担金支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 3,458             3,458                 -

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）

放射性物質検査機器のメンテナンス費用及び食品等の放
射性物質検査等に係る人件費等

2,257             2,257                 
放射性物質測定用品購入費、検査機器校正費、臨時職員賃
金。社会保険料

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 相談員１名の増員 1,201             1,201                 報酬、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 角田市 自治体コード 42081



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 食に対する安全安心のため、放射性物質測定機器を配置する

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名

（強化） 増加する消費生活相談に対応するため、相談員を１名増員する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 236             千円うち交付金相当分対象外経費 1,660           千円 20年度差 487             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 1,201             千円

今年度の消費者行政予算 5,118             千円

うち交付金相当分対象経費 3,458           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外経費 1,424           千円

うち交付金相当分対象経費 1,801           千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,225             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,201                      

平成20年度の消費者行政予算 1,173             

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       960                         

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 12,858           12,858               -

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）

消費者被害防止のための啓発。
市民持込み食材、学校給食等食材の放射能測定

10,562           10,562               
啓発用チラシ、啓発用品の購入費。放射能測定等業務委託
料、郵送料、啓発機器保守点検料、消耗品購入費。

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）
国民生活センター等が主催する相談員研修への参加支
援

130               130                   旅費、負担金

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政強化のための人的体制整備（相談員１名増
員）

2,156             2,156                 報酬、社会保険料、通勤手当、時間外勤務手当

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能強化 10                 10                     執務参考図書の購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 多賀城市 自治体コード 42099



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当者・消費生活相談員の研修は、県内研修の参加に留まっている。

（強化） 相談員等消費者行政担当者の県外研修への参加旅費、負担金を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談業務に必要な執務参考図書を整備し、相談体制を強化する。

（強化） 相談業務に必要な執務参考図書を整備し、相談体制を強化する。

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）

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

前年度差 -84             千円うち交付金相当分対象外経費 2,419           千円 20年度差 299             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 2,156             千円

今年度の消費者行政予算 15,277           千円

うち交付金相当分対象経費 12,858         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外経費 2,503           千円

うち交付金相当分対象経費 13,293         千円

千円

前年度の消費者行政予算 15,796           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,156                      

平成20年度の消費者行政予算 2,120             

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       1,440                      

対象人員数
（報酬引上げ）

‐

法人募集型
実地研修受入人数 ‐ 人

年間実地研修受入総日数 ‐ 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 ‐ 人

年間研修総日数 ‐ 人日



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

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費、負担金を支援。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 881               881                   -

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）

放射性物質検査機器の維持管理 500               500                   放射性物質検査機器メンテナンス費用等

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 相談窓口開設日数の拡大（平成21年4月から週3回へ増） 381               381                   相談員（１名）報酬（週２日から週３日へ増）

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 岩沼市 自治体コード 42111



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員１名（週２日・H20まで）

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 10               千円うち交付金相当分対象外経費 1,028           千円 20年度差 -37             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 381               千円

今年度の消費者行政予算 1,909             千円

うち交付金相当分対象経費 881             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外経費 1,018           千円

うち交付金相当分対象経費 881             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,899             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       381                         

平成20年度の消費者行政予算 1,065             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       288                         

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 県・国セン等が主催する研修会へ参加できる環境を整える。

③就労環境の向上 ○ ネットによるD-ラーニングの活用

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 7,444             3,000                 -

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）

啓発用パンフレット・グッズ・パネルを活用し、地域や企業
へ出向き講座を行い、消費者被害を未然に防止する。

1,739             1,739                 消耗品費、印刷製本費、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）
相談員のレベルアップを図るため、各種研修会への参加
を支援する。

540               540                   旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の通勤手当を支給する。 4,565             121                   報酬

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）
専門家（弁護士・司法書士）による講習会を実施し、相談
業務のレベルアップを図る。

600               600                   委託料

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 登米市 自治体コード 042129



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 市民と一体となった消費者行政を推進するため、地域や企業に出向き出前講座による消費者教育、啓発事業等を実施する。平成25年度実績20回、557名参加。

（強化） 市民の消費生活の安全・安心を確保するため、啓発用パンフレットやグッズ、パネル等を活用し、出前講座の内容を充実させるとともに、実施回数を増やす。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談窓口の充実強化を図るため、相談員3名を各種研修に参加させ相談機能を充実させている。

（強化） 相談員3名が消費生活専門相談員の資格が取得できるよう、これまで以上に専門的かつ基本的な研修会に参加させる。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員の通勤手当を支給している。

（強化） 引き続き相談員の通勤手当を支給する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 専門家（弁護士・司法書士）による「多重債務者等無料法律相談」を実施し、相談事例等の専門的指導を受けている。5月から毎月2回、年間22回実施。

（強化） 年々増す多重債務相談業務に対応するため、研修会とは別に専門家（弁護士・司法書士）との交流会を年間2回程度開催し、協力体制をより強化する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -142            千円うち交付金相当分対象外経費 4,530           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

今年度の消費者行政予算 7,530             千円

うち交付金相当分対象経費 3,000           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外経費 4,672           千円

うち交付金相当分対象経費 2,752           千円

千円

前年度の消費者行政予算 7,424             千円

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 4,531             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 消費生活専門相談員資格取得に向け、これまで以上に専門的かつ基本的な研修会に参加させる。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3      人 今年度末予定 相談員数 3      人

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3      人 今年度末予定 相談員総数 3      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 - 7,062             7,062                 -

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）

消費者被害防止のための啓発
食品の安全・安心の確保

2,898             2,898                 
悪質商法対策リーフレット・チラシ作成
啓発用機材用品購入
食品等放射能測定精度維持

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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） 各種研修参加 196               196                   消費生活相談員レベルアップ研修等

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の配置（2名） 3,968             3,968                 消費生活相談員の配置（2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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 栗原市 自治体コード 42137



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者被害防止のため市民向け啓発セミナーリーフレットを作成し、被害者防止を図る。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員のレベルアップを目的とした支援を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 増大する消費者トラブル業務を円滑に行うため、2名の相談員配置を行う。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -2               千円うち交付金相当分対象外経費 118             千円 20年度差 -34             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

今年度の消費者行政予算 8,180             千円

うち交付金相当分対象経費 8,062           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外経費 120             千円

うち交付金相当分対象経費 9,046           千円

千円

前年度の消費者行政予算 9,166             千円

対象人員数計 追加的総費用

2       3,968                      

平成20年度の消費者行政予算 152               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等が主催する各種講座に係る旅費等を負担する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 11,198           10,425               -

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の検査 346               345                   放射性物質測定機器保守点検手数料  345,000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） 研修参加の旅費を支援 19                 14                     旅費1,400円×10回=14,000円

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員を1名増員 1,512             756                   報酬63,000円×12ヶ月×1名=756,000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）

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、事務用品等の整備 20                 10                     参考図書5,000円　ファイル等5,000円

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 司法書士等の専門家による相談を実施 9,301             9,300                 
報償被(謝金)1回5h28,000円×317.14人≒8,880,000円
旅費(費用弁償)20円×51㎞×2往復≒420,000円

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

都道府県名 宮城県 市町村名 東松島市 自治体コード 42145



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化） 食品等の放射性物質の検査を実施する

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県主催の研修会に参加

（強化） 相談員のレベルアップのため県・センターその他の団体等主催の研修会等に参加し専門的知識と理解を深める

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 週3日の相談日を開設

（強化） 相談員を1名増員し週を通して相談日を開設する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化） 相談内容の充実を図るため参考図書、事務用品等の整備を行う

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化） 司法書士等の専門家による相談を週2日実施する

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

前年度差 -25             千円うち交付金相当分対象外経費 788             千円 20年度差 -18             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 756               千円

今年度の消費者行政予算 11,213           千円

うち交付金相当分対象経費 10,425         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外経費 813             千円

うち交付金相当分対象経費 10,024         千円

千円

前年度の消費者行政予算 10,837           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       756                         

平成20年度の消費者行政予算 806               

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       720                         

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 研修会参加旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 4,793             4,727                 -

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）

・放射性物質検査用機器のメンテナンス費用

・消費者啓発用冊子購入及び消費生活相談窓口ＰＲ用チ
ラシ等の作成
・消費生活地域サポーターの養成

1,420             1,420                 

放射性物質検査機器用消耗機材費（88）
検査機器校正手数料（301）
啓発用冊子購入，相談窓口ＰＲ用チラシ等の作成（831）
講師謝礼（200）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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，相談員の研修参加支援 753               687                   研修旅費・研修負担金

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員雇用 2,084             2,084                 賃金・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）

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） 相談員用参考図書購入 116               116                   相談員用参考図書購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用） 弁護士アドバイザー研修 420               420                   弁護士謝礼

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

都道府県名 宮城県 市町村名 大崎市 自治体コード 42153



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

（強化）
１）食の安全性に対する消費者の不安解消のため導入した放射性物質検査機器の校正と消耗品の購入を行う。
２）消費者被害の未然防止を目的に，啓発用冊子の購入・相談窓口ＰＲチラシを作成し，出前講座，消費生活サポーター養成講座等で
配布・啓発する。

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

（既存）

（強化）

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

（強化） 研修参加回数を増加（職員３回・相談員１０回）し，研修参加支援を強化する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者庁への迅速な相談情報の通知対応で増大する業務を円滑に実施するため，新たに増員した相談員（１名）の雇用を継続した。

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 日々複雑化，多様化する消費生活相談に対応する新たな情報を取得するための参考図書を購入。

（強化） 参考図書を購入して，相談員の知識の向上，センターとして一層の機能強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） 弁護士アドバイザー研修を実施し，相談員の高度で専門的な案件への対応力の強化した。

（強化） 弁護士アドバイザー研修を継続的に実施することにより，相談員の高度で専門的な案件への対応力を強化する。

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能



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

前年度差 62               千円うち交付金相当分対象外経費 9,461           千円 20年度差 2,595           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 2,084             千円

今年度の消費者行政予算 14,188           千円

うち交付金相当分対象経費 4,727           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外経費 9,399           千円

うち交付金相当分対象経費 4,771           千円

千円

前年度の消費者行政予算 14,170           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       2,084                      

平成20年度の消費者行政予算 6,866             

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       1,680                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 国セン研修の参加回数を相談員１人当り２回を確保し，研修参加支援を強化する。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 相談員４人のうち１名を主任とし，月額５千円の増額を平成２４年度から継続。

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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 4      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 4      人 今年度末予定 相談員総数 4      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 - 1,377             1,373                 -

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）

消費者トラブル意識啓発、食の安全・安心に関する事業 473               473                   
消費者被害防止のための啓発講話でのチラシ購入費等、食品
等放射能検査装置保守点検委託料

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） 消費生活相談員の研修参加機会の増強を行う。 55                 51                     研修参加等の旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談窓口の機能強化を図るため、事務機能の
整備等を行う。

849               849                   相談員の報酬・雇用保険料(事業主分)

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 蔵王町 自治体コード 43010



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化） 消費者被害防止のための啓発講話等

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）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員のレベルアップに向けての研修への参加支援

（強化） 更なるレベルアップに向け、様々な分野への研修参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談窓口強化のための執務参考資料等の整備

（強化） 相談分野の拡大

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -                 千円うち交付金相当分対象外経費 4                 千円 20年度差 #VALUE! 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 839               千円

今年度の消費者行政予算 1,377             千円

うち交付金相当分対象経費 1,373           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外経費 4                 千円

うち交付金相当分対象経費 1,340           千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,344             千円

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 -

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 更なるレベルアップに向け、様々な分野への研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 713               713                   -

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）

放射性物質検査機器のメンテナンス費用 713               713                   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

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ宿町 自治体コード 43028



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 放射性物質検査機器のメンテナンス（放射能測定機器校正）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -                 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 -                   千円

今年度の消費者行政予算 713               千円

うち交付金相当分対象経費 713             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外経費 -                 千円

うち交付金相当分対象経費 693             千円

千円

前年度の消費者行政予算 693               千円

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 -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

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）

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 1,670             1,620                 -

⑫地域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）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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）

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

①消費者被害防止に向けた啓発指導のため、町民向け
啓発用パンフレット等を購入し、町内全戸に配付する。

1,670             1,620                 

事業経費：1,000千円(単独費：50千円)
基金対象経費：950千円

②消費者の食の安全と安心確保のため、シンシチレー
ション検出器による食品の放射性物質検査を行う。(3台
分)

事業経費、基金対象経費：670千円(3台分)

⑦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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 大河原町 自治体コード 43214



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）

⑫地域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）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存）
①消費者被害防止に向けた啓発指導のため、町民向け啓発用パンフレット等を購入し、町内全戸に配付する。(消費者被害防止のため)
②消費者の食の安全と安心確保のため、シンシチレーション検出器による食品の放射性物質検査を行う。(食の安全・安心のため)

（強化）
①町民に対して、消費者被害防止に向けた更なる啓発強化・利用頻度の増加となるものを選定し、町内全戸に配付する。(消費者被害防止のため)
②更なる消費者の食の安全と安心確保のため、住民にシンシチレーション検出器による放射性物質検査利用を促す。(食の安全・安心のため)

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 -1               千円うち交付金相当分対象外経費 865             千円 20年度差 56               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

今年度の消費者行政予算 2,485             千円

うち交付金相当分対象経費 1,620           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外経費 866             千円

うち交付金相当分対象経費 1,570           千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,436             千円

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 809               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

-       

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



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

②研修参加支援 ○ 研修参加に係る旅費や研修費をすべての支出している。

③就労環境の向上 ○
業務に必要である消耗品や教材等の購入費を支出している。
処遇改善により、年次有給休暇の付与数を増加した。

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 2,031             2,031                 -

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）

・消費者問題への関心を高めるため消費生活講座開催
・貸与放射能検査機器のメンテナンス及び検査等経費

477               477                   講師謝礼、機器メンテナンス代、検査消耗品代

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）
消費生活相談員のさらなるレベルアップのための研修参
加の機会増強を行う。

44                 44                     旅費、研修負担金等

⑧消費生活相談体制整備事業
巧妙化する悪質トラブル解決業務を円滑に実施するた
め、消費生活相談員を配置する。

960               960                   相談員報酬

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
消費者被害防止のため、消費生活相談事業等の周知や
機能強化を図る。

550               550                   事務用品、啓発グッズ、参考図書等の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 村田町 自治体コード 43222



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 町民が持ち込む食品の放射能測定

（強化） 町民が持ち込む食品の放射能測定、消費生活講座の開催。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県内研修に参加出来るよう旅費・負担金を支援する。

（強化） 国・県・弁護士会主催の研修参加を支援する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 担当職員が相談受付。

（強化） 担任の消費生活相談員１名を設置し、週３日相談にあたる。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者被害防止のため、消費生活相談事業の周知や参考図書の購入を行った。

（強化） 消費生活相談機能の強化を図るため、相談事業の周知や参考図書の購入を進める。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -                 千円うち交付金相当分対象外経費 -                 千円 20年度差 -67             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 960               千円

今年度の消費者行政予算 2,031             千円

うち交付金相当分対象経費 2,031           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外経費 -                 千円

うち交付金相当分対象経費 2,150           千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,150             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       960                         

平成20年度の消費者行政予算 67                 

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       870                         

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上 ○ 平成２６年４月より有給休暇及び特別休暇の付与実施

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 -      人

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 830               830                   -

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

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

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

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

750               750                   
放射性物質検査用消耗品、検査機器の保守委託料、被害防止
のためのハンドブック購入やチラシ作成等

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 研修のための旅費を支給 80                 80                     研修旅費等

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 柴田町 自治体コード 43231



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）

⑫地域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）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化） 消費者被害防止のためのハンドブック購入やチラシの作成及び相談室用の備品購入

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

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

前年度差 62               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,132           千円 20年度差 94               千円

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

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

今年度の消費者行政予算 1,962             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 830             千円

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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,070           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 830             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,900             千円

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 1,038             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望



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有無 有

②前年度における雇止めの有無 無

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成25年度末 相談員数 人 平成26年度末予定

うち定数外の相談員 平成25年度末 相談員数 1      人 平成26年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 平成25年度末 相談員総数 1      人 平成26年度末予定 相談員総数 1      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 - 2,638             880                   -

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）

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

2,638             880                   
検査機器校正費＠345,600円、検査機器校正費＠284,040円、
検査機器校正費＠162,000円、測定システムプリンタトナー購入
費＠88,360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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 丸森町 自治体コード 043419



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

前年度差 293             千円

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

うち交付金相当分対象外経費 1,758           千円 20年度差 1,614           千円

-      人

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

今年度の消費者行政予算 2,638             千円

うち交付金相当分対象経費 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外経費 1,465           千円

うち交付金相当分対象経費 880             千円

千円

前年度の消費者行政予算 2,345             千円

平成20年度の消費者行政予算 144               



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 - 9,239             9,239                 -

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）

・消費者被害防止のための啓発回覧板及びパンフレット
の作成　　・食品放射能測定機器の点検校正費

748               748                   
・パンフレット作成　193
・食品放射能測定機器点検校正費　555

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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） 消費生活相談員・担当職員の研修への参加支援 49                 49                     研修会参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談体制を整備するため消費生活相談員を１
名増やし、１名→２名とする

696               696                   消費生活相談員の報酬

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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

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

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

都道府県名 宮城県 市町村名 山元町 自治体コード 43621



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

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

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員に対し予算の範囲内での研修参加支援

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

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員２名体制で相談にあたる

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存） なし

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

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

前年度差 -831            千円うち交付金相当分対象外経費 709             千円 20年度差 -37             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

今年度の消費者行政予算 9,948             千円

うち交付金相当分対象経費 9,239           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外経費 1,540           千円

うち交付金相当分対象経費 8,481           千円

千円

前年度の消費者行政予算 10,021           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       696                         

平成20年度の消費者行政予算 746               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       648                         

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 2      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 1,420             1,420                 -

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）

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

1,339             1,339                 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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）
消費者生活相談員の対応力向上のため積極的に研修へ
参加できるよう支援する。

27                 27                     

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）

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

54                 54                     

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 松島町 自治体コード 44016



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

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

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 相談員の研修参加旅費の支援を実施してきている。

（強化） 相談員の参加旅費を支援し、参加の機会を増やす。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

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

（強化） 平成２６年度版の執務参考図書等を購入し、実務能力の強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -                 千円うち交付金相当分対象外経費 411             千円 20年度差 -35             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

今年度の消費者行政予算 1,831             千円

うち交付金相当分対象経費 1,420           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外経費 411             千円

うち交付金相当分対象経費 1,090           千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,501             千円

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 446               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 研修参加のための旅費を支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 報酬引き上げのための検討

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 292               292                   -

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等に係る事業（放射性物質検
査機器のメンテナンス、消耗品購入

292               292                   食材放射線測定器点検校正委託　１台　・放射能測定消耗品

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

⑦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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 七ヶ浜町 自治体コード 044041



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -292            千円うち交付金相当分対象外経費 358             千円 20年度差 -292            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

今年度の消費者行政予算 650               千円

うち交付金相当分対象経費 292             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外経費 650             千円

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

前年度の消費者行政予算 650               千円

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 650               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 1,143             628                   -

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）

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

400               400                   放射性物質測定機器保守点検委託料、検査消耗品購入

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

⑦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
相談業務の多様化・増加に対応するため、あっせんの強
化を図る

743               228                   相談員報酬増額分

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 利府町 自治体コード 44067



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談業務によりあっせんを実施

（強化） 相談業務の多様化、増加に対応するため、あっせんの強化を図る

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 82               千円うち交付金相当分対象外経費 819             千円 20年度差 318             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 228               千円

今年度の消費者行政予算 1,447             千円

うち交付金相当分対象経費 628             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外経費 737             千円

うち交付金相当分対象経費 837             千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,574             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       228                         

平成20年度の消費者行政予算 501               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ レベルアップ研修等に積極的に参加できるように支援する。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 1,074             1,074                 -

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活に係る相談窓口の設置及び相談窓口の周知 840               840                   相談員賃金

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談員の設置及び消費者被害防止の啓発強化 234               234                   相談窓口周知用リーフレット作成費、消耗品費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 大和町 自治体コード 44211



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活に係る相談窓口の設置及び相談窓口の周知

（強化） 相談員の研修会等への出席及び相談窓口の周知

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活相談員の設置及び消費者被害防止の啓発強化

（強化） 出前講座等の際の出前講座を利用した啓発及び相談窓口の周知

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -5               千円うち交付金相当分対象外経費 102             千円 20年度差 -71             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

今年度の消費者行政予算 1,176             千円

うち交付金相当分対象経費 1,074           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外経費 107             千円

うち交付金相当分対象経費 1,362           千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,469             千円

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 173               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 2,582             2,559                 -

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)消費者被害の防止を図るため、啓発図書を全戸配布
(2)農産物等の放射性物質測定業務に係る機器保守管理
(3)農産物等の放射性物質測定業務委託料

             2,132                  2,109
需要費
委託料
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）
消費者行政担当者（非常勤職員）の各種研修受講に係
る旅費等

7                   7                       旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政担当者（非常勤職員）の配置に係る報酬等 443               443                   報酬、出張等に係る費用弁償

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 大郷町 自治体コード 4422



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） (1)消費者被害の未然防止と対処の普及啓蒙のため啓発図書の全戸配布を行う。(2)食の安心安全を確保するため、機器保守業務委託を

（強化） (3)食の安心安全を確保するため、検査業務委託を行う。

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

（既存）

（強化）

⑦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） 各種研修参加による消費者行政担当者の問題対応力と解決力の向上を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者行政担当者（非常勤職員）を配置し、専門的な知識で消費者の問題解決に対応する環境を整える。

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -591            千円うち交付金相当分対象外経費 23               千円 20年度差 23               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 443               千円

今年度の消費者行政予算 2,582             千円

うち交付金相当分対象経費 2,559           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外経費 614             千円

うち交付金相当分対象経費 1,362           千円

千円

前年度の消費者行政予算 1,976             千円

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 -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 626               606                   -

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費者行政強化のための人的体制整備 586               576                   賃金、通勤手当

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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の機能強化 40                 30                     消費生活相談窓口周知に係る啓発物品の購入及び事務用機材

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 富谷町 自治体コード 4423



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名

（強化） 引続き相談員の配置を行い、相談業務に対応するもの

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談窓口の充実を図るため、執務参考資料及び消耗品等の整備

（強化） 相談窓口の充実及び、相談業務の周知を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -25             千円うち交付金相当分対象外経費 132             千円 20年度差 132             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 576               千円

今年度の消費者行政予算 738               千円

うち交付金相当分対象経費 606             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外経費 157             千円

うち交付金相当分対象経費 716             千円

千円

前年度の消費者行政予算 873               千円

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 -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 767               735                   -

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）

食の安全確保（放射能測定）、住民被害防止のための啓
発事業

437               429                   放射能測定器保守、啓発チラシを全戸配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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 消費生活相談員の設置 330               306                   消費生活相談員１名の人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 大衡村 自治体コード 44245



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

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

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員１名を配置。

（強化） 消費生活相談員１名を配置。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 30               千円うち交付金相当分対象外経費 31               千円 20年度差 31               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 306               千円

今年度の消費者行政予算 766               千円

うち交付金相当分対象経費 735             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外経費 1                 千円

うち交付金相当分対象経費 666             千円

千円

前年度の消費者行政予算 667               千円

対象人員数計 追加的総費用

1       -                            

平成20年度の消費者行政予算 -                   

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       306                         

対象人員数
（報酬引上げ）

-       

法人募集型
実地研修受入人数 -             人

年間実地研修受入総日数 -             人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 -             人

年間研修総日数 -             人日



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

②研修参加支援 ○ 相談員のキャリアアップのため，研修等への参加を支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 3,330             3,330                 -

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、拡充防止を図る等により、消費
者の安全・安心を確保する。また、食の安全のための放射
性物質検査機器のメンテナンス等を行う。

652               652                   啓発用パンフレット、検査機器点検委託料等

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員のレベルアップを図るため、研修参加の
支援を行う。

50                 50                     研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費生活相談など消費者相談機能を強化するための人
的体制を整備する。

2,628             2,628                 賃金、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 色麻町 自治体コード



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

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

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

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談員の研修参加支援により、レベルアップを図る。

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

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

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 114             千円うち交付金相当分対象外経費 364             千円 20年度差 364             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 2,870             千円

今年度の消費者行政予算 3,694             千円

うち交付金相当分対象経費 3,330           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外経費 250             千円

うち交付金相当分対象経費 4,410           千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,660             千円

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 -                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○
相談員の人材育成を目的とする基礎的・実践的知識及び技法の取得のため研修支援を
行う。

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 -      人 今年度末予定

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

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 -      人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 3,682             2,671                 -

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に係る消耗品の整備、検査装
置のメンテナンス、検査員の配置

1,602             1,551                 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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 既存相談員の勤務日数、勤務時間の拡大、報酬の増額 2,080             1,120                 

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 加美町 自治体コード 44445



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（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） 食品等の放射性物質検査は行っていなかった。

（強化）
平成24年度から行われている食品等の放射性物質検査を平成26年度も継続。検査に係る消耗品の購入や検査機器のメンテナンス、検
査員の配置を行い、食の安全・安心の確保に向けて安定した体制を整備する。

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 相談日数3日、相談員の勤務時間週24時間、月額報酬80,000円

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -14,521       千円うち交付金相当分対象外経費 1,893           千円 20年度差 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 1,120             千円

今年度の消費者行政予算 4,564             千円

うち交付金相当分対象経費 2,671           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外経費 16,414         千円

うち交付金相当分対象経費 1,400           千円

千円

前年度の消費者行政予算 17,814           千円

対象人員数計 追加的総費用

1       1,120                      

平成20年度の消費者行政予算 1,013             

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       288                         

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 5,045             5,045                 -

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）

消費者被害防止のための啓発等 3,888             3,888                 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（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） 消費生活相談員の研修参加支援 178               178                   

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の継続的な配置（相談窓口の強化） 979               979                   

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 涌谷町 自治体コード 45012



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者被害防止のための参考図書や啓発用教材、機器類が不足している

（強化） 消費者被害防止のための啓発物資を整備し、また、消費者の安心・安全を確保するための放射性物質測定を行う

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談員の育成が課題

（強化） 県内外での研修旅費等の支援を行う

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員2名を配置する

（強化） 相談員2名を継続して配置する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 -                 千円うち交付金相当分対象外経費 -                 千円 20年度差 -4               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 3,136             千円

今年度の消費者行政予算 5,045             千円

うち交付金相当分対象経費 5,045           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外経費 -                 千円

うち交付金相当分対象経費 6,281           千円

千円

前年度の消費者行政予算 6,281             千円

対象人員数計 追加的総費用

2       979                         

平成20年度の消費者行政予算 4                   

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2       1,008                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 通勤手当が支給されることとなった

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 5,535             5,524                 -

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）

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

2,937             2,926                 
消費者被害防止のための出前講座等の啓発事業用消耗品の
購入、消費生活モニターの会議等の会費参加報酬等、執行参
考資料の購入、食品中の放射性物質の簡易測定事業。

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員、担当者等の研修会への参加支援を行う。 771               771                   
レベルアップ研修・消費生活相談員研修・事務担当者研修参加
旅費

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

989               989                   消費生活相談員報酬

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）

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

838               838                   啓発用パネル・ポール購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 美里町 自治体コード 4505



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦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） 週3回の相談員の増員（1名）、既存相談員を含めて週5日制の相談体制を構築してきた。

（強化） 平成26年度も週3日勤務の相談員を1名増員し、既存相談員を含めて週5日間、相談を受付できるよう相談機能を強化する。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） 消費者被害防止のための啓発等を行った。

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

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 相談員並びに担当者の研修参加に対する支援を行った。

（強化）
平成26年度においても、前年度の事業に加え、中央研修や県内での研修会等への参加を増やすとともに、直営で町民向けの研修会を
開催する。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者向け情報提供の一環として啓発用パネルを購入し、消費者情報の可視化を図って、消費者被害の未然防止に努めた。

（強化） 平成26年度においても、表示するパネルの種類と設置箇所を増やし、さらなる事業効果を見込む。

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）

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

６．市町村の消費生活相談員の配置について

前年度差 -533            千円うち交付金相当分対象外経費 937             千円 20年度差 937             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

今年度の消費者行政予算 6,461             千円

うち交付金相当分対象経費 5,524           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外経費 1,470           千円

うち交付金相当分対象経費 2,750           千円

千円

前年度の消費者行政予算 4,220             千円

対象人員数計 追加的総費用

1       991                         

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,209                      

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

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

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 2      人 今年度末予定 相談員総数 2      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 - 1,965             1,965                 -

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消費者被害防止のための啓発を行う。
②町民を対象とした消費者被害の未然防止のための啓発
強化を行う。
③震災以降、様々な消費者トラブル等を抱える町民に対
し、身近な場所で専門的な相談体制の整備。

1,851             1,851                 
①講師謝礼、費用弁償、消耗品費
②印刷製本費
③委託料

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
消費生活相談員等のレベルアップ支援のため研修参加
支援等を行う。

114               114                   旅費、参考図書、受講料

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）

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）

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

都道府県名 宮城県 市町村名 女川町 自治体コード 45811



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者講座の開催や町広報誌等で啓蒙活動を行った。

（強化）
地域住民（主に高齢者）を対象とした消費者講座の開催や消費者トラブル防止のためチラシ等を活用し消費者教育の推進を図る。
震災以降、様々な消費者トラブル等を抱える町民に対し、身近な場所で専門的な相談を受けられる体制を整備。

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

（既存）

（強化）

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

（強化） 県主催のレベルアップ研修会のほか、国民生活センター専門・事例講座への参加支援及び参考図書等の整備。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

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

前年度差 59               千円うち交付金相当分対象外経費 919             千円 20年度差 -35             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

今年度の消費者行政予算 2,884             千円

うち交付金相当分対象経費 1,965           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外経費 860             千円

うち交付金相当分対象経費 2,466           千円

千円

前年度の消費者行政予算 3,326             千円

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 954               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の専門・事例講座への参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1      人 今年度末予定 相談員総数 1      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 - 10,600           10,600               -

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）

消費者センター等の相談事業に関する住民への周知を
図る。

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

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

⑦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）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

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

10,350           10,350               
報　償　費　10,350,000円(専門的知識を有する者を活用する
　　　　　　　　　　　　　　　　経費　講師謝礼金・講師旅費)

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

都道府県名 宮城県 市町村名 南三陸町 自治体コード 46060



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（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）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費者センター等の相談事業に関する住民への周知を図る。

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

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

（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

前年度差 -                 千円うち交付金相当分対象外経費 585             千円 20年度差 -48             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

今年度の消費者行政予算 11,185           千円

うち交付金相当分対象経費 10,600         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外経費 585             千円

うち交付金相当分対象経費 10,600         千円

千円

前年度の消費者行政予算 11,185           千円

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 633               

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型
実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型
参加者数 人

年間研修総日数 人日



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

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

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1      人 今年度末予定 相談員数 1      人

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 人

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




