
都道府県コード 070009

平成 年度26

福島県 事業計画



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

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

基金取崩し額

44%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業対象経費

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

283,670                      

45                       

11,895                                                            

44                       

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合

自治体参加型

管内全体の研修参加

45%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

消費者行政予算総額

1,350,230                                                       

-                                

合計

①参加者総数

法人募集型

981,250                                                          

4,802                   1,455                          

981,250                507,064                      

2,193,396                                                       

178,314                      

116,158                

3,347                          

都道府県

843,166                                                          

474,186                      

348                            348                      

-                                11,895                        11,895                 

-                         

75,385                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

4,374                          111,784                      

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

事業名

-                                

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

322,573                      

-                         ２.消費生活相談員養成事業

市町村

-                                

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

397,958                

461,984                

平成 26 年度 福島県



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分）

45,662        45,662         
⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

風評被害を防止するための消費者対策の実施 旅費、委託料

旅費

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先駆的事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

消費者団体との意見交換の実施 177            177              

旅費、負担金

旅費、需用費、役務費

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

消費者被害防止のための広報強化

報酬、共済費

旅費、需用費、使用料

報酬、報償費、旅費

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）※被災４県のみ

弁護士等の相談窓口専門家アドバイザーの設置

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）※被災４県のみ

消費生活審議会苦情処理部会の開発促進

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

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

食品の放射性物質検査の検査体制の整備 318,440      318,440        

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は26年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

相談員・職員の研修参加支援

法執行体制の強化 198            198              

132,277      132,277        報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料

507,064      

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

193            

3,072          3,072           

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

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

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

事業名

県内消費生活センターとの連携強化、市町村への指導

相談員１名増員、食品安全相談員の配置

477            

1,262          

交付金相当分
対象経費

348              

4,374           

事業経費

477              

193              

1,262           

348            

合計

4,374          

507,064       

対象経費

旅費、需用費、役務費

報償費、旅費

事業の概要

専門図書の購入、事務用機器の購入

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、備品購入費

584            584              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）

（既存）

（強化）

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

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（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）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（既存）

（既存）

（既存）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は26年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

（強化）

設置後約30年が経過し、消費生活センター用具が著しく老朽化。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

専門図書の購入、事務用機器の購入、電話設備の更新

なし

相談窓口の専門家アドバイザー

（既存）

（既存）

なし

（強化）

食品の放射性物質の検査体制の整備。

なし

消費生活審査会苦情処理部会の開催促進。

なし

なし

専門家アドバイザーによる専門研修会の実施

各相談員を国民生活センター研修に年１回派遣

相談員を専門研修に派遣

なし

食品安全相談員の配置。複雑化する相談に対応するため相談員1名増員。

県内消費生活センターとの連携強化、市町村担当者研修、指導

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

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

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

なし

他県事業者等に対し調査を実施。

風評被害を防止するための消費者対策の実施



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

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

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

６．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

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

実地研修受入人数

2       4,374             

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

年間研修総日数 人日 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）
追加的総業務量（総時間）

追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

474,186      

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

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

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河
市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、天栄
村、会津坂下町、小野町

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

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

いわき市 360             360             ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

会津若松市 130             

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、伊達市

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

消費生活センター機能の充実、消費生活相談窓口整備・①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、二本松
市、伊達市、鏡石町、天栄村、会津坂下町

209             209             

消費生活相談に対する弁護士の助言

食品中の放射性物質検査体制の整備

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
交付金相当
分対象経費

計

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

31,988        11,895        

130             弁護士による相談員への研修実施

74,816        236,606       

風評被害の払拭

3,502          

無料法律相談

消費生活相談員の雇用
食品中の放射性物質検査体制の整備(人件費等）

消費生活相談員等の研修参加支援3,217          

187,372       

消費者啓発事業
啓発資料等の作成・配布
食品中の放射性物質検査体制の整備

111,784       

349,718       240,477       

2,481          いわき市、白河市、三春町、新地町

29,500        30,800        

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

1,798          

⑫地域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）

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

福島市、郡山市、西会津町

合計 843,166      

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

風評被害の払拭
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）

二本松市、本宮市、大玉村、会津坂下町、矢吹
町、棚倉町



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

３．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

人

56      

年間研修総日数

人

57      111,784          

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

人日

106,329          

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）

参加者数

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

千円 -

千円 38%

-

0 千円 -

千円 -

11,895 千円 55%

-

(11,895) 千円 -

0 千円 -

11,895 千円 44%

-

(11,895) 千円 -

981,250          

千円

507,064          

474,186          

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

交付金相当分

474,186           

2,193,396       

前年度差

334,564           

前年度 今年度

千円

千円

289,737          千円 507,064           千円

1,568,171       

493,718           

843,166           798,339           千円

368,980           58,787            

千円

千円

217,327           

千円

552,505           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち交付金相当分対象外経費

積増し相当分

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

44,827            千円

千円

56%

270,205          

千円

-                   千円

-千円

-19,532          

290,661           

千円

-

310,193          

千円

1,015,666        千円 1,350,230        

千円 843,166           

45%

千円

-

千円 -

千円

-                   

-

チェック項目

-

38%

-

-

うち交付金相当分取崩し額を除いた経費 1,212,146       355,020          

981,250          

625,225          

-                   

857,126          千円

711,045          

うち交付金相当分対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

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

-

-

--                   

千円

千円



２－２．消費者行政予算について②

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

44                  ％

38                  ％

55                  ％

うち管内市町村 0 人

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

うち都道府県 0 人

％

％56                  

38                  

-                    

1,212,146        

843,166           

368,980           

-                    

千円

②定数内の消費者行政担当者数（前年度末時点）

45                  

千円

千円

％

-                    

0

0

-                    

人

人

人

千円

千円

千円うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた交付金相当分対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める交付金相当分取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県



２－３．消費者行政予算について③

787,833           

793,561           

319,375           千円

千円

千円

千円

千円

1,107,208        

368,980           うち交付金相当分対象外経費 49,605            千円

うち交付金相当分対象経費

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円

千円

1,350,230        

507,064           

1,294,897        

平成20年度 今年度

千円

千円

うち交付金相当分対象経費 千円

843,166           

474,186           

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

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

うち交付金相当分対象外経費 104,938           千円 千円1,212,146        

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

2,193,396        

981,250           

2,088,458        

千円

千円

104,938           千円

千円

千円

千円

49,605            千円

843,166           うち交付金相当分対象外経費 55,333            千円

①都道府県の消費者行政予算 55,333            千円

うち交付金相当分対象経費 千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

前年度末

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

前年度末うち委託等の相談員

981,250                           千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

研修機会の増加を図る。

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 743,636                           

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

相談員数

12      相談員総数

相談員数

相談員数

12      

今年度末予定

12      

12      

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

千円

千円

311,523                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

-                                    

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

810                                 

-                                    千円

人

391,826                           千円

千円

人

今年度の基金上積額（交付金相当分） 628,630                           千円

千円



【事業計画】 別添

１．総括表

交付金対象
経費（千円）

都道府県全体（①＋②＋③） 759,268

　①食品等の放射性物質検査等に係る事業 759,268

　②東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　③その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

都道府県事業（④＋⑤＋⑥） 411,978

　④食品等の放射性物質検査等に係る事業 411,978

　⑤東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑥その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

管内市区町村事業（⑦＋⑧＋⑨） 347,290

　⑦食品等の放射性物質検査等に係る事業 347,290

　⑧東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業 0

　⑨その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業 0

２．都道府県による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

備考

放射能簡易分析装置整備事業 1 3 食品の放射性物質検査のための体制整備 318,440
食の安全・安心推進事業 1 11 食の安全・安心のためのリスクコミニケーションの実施 93,538

計 411,978

３．市区町村による事業

事業名
事業区分

①
事業区分②
（メニュー注2）

事業概要
交付金対象
経費（千円）

市区町村名 備考

放射能簡易分析装置整備事業 1 1
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 20,919 福島市

放射能簡易分析装置整備事業 1 1,4
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,337 会津若松市

①3,554④1,783

放射能簡易分析装置整備事業 1 3
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 29,737 郡山市

放射能簡易分析装置整備事業 1 1,3,4
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 17,888 いわき市

①15,739③54
④2,095

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 11,927 白河市

放射能簡易分析装置整備事業 1 4,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 8,236 須賀川市

④2,184⑥6052

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,4,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,347 喜多方市

③31④2182⑥
3134

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,073 相馬市

④2184⑥3889

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 25,445 二本松市

④1814⑥23631

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,455 田村市

④1963⑥3492

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 15,970 南相馬市

④1871⑥14099

放射能簡易分析装置整備事業 1 1,4
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,939 伊達市

①4755④2184

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 10,120 本宮市

④2184⑥7936

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,079 桑折町

④2184⑥1895

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,900 国見町

④1920⑥980

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,251 川俣町

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,312 大玉村

④1796⑥516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,964 鏡石町

④2184⑥2780

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,995 天栄村

④1814⑥1811

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,616 下郷町

④2100⑥516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 1,586 檜枝岐村

④1320⑥266

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,344 只見町

④2184⑥2160

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

④2027⑥1545

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,700 北塩原村

④2184⑥516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,960 西会津町

④2160⑥800

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,538 磐梯町

④2046⑥492

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,4,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,737 猪苗代町

③8④2184⑥1545

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,346 会津坂下町

④1933⑥1413

平成26年度地方消費者行政活性化交付金（特別会計）による事業（都道府県及び市区町村）



放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,308 湯川村

④1935⑥373

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,700 柳津町

④2184⑥516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,700 三島町

④2184⑥516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,545 金山町

④2016⑥529

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,427 昭和村

④1785⑥642

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,168 会津美里町

④2184⑥1984

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,253 西郷村

④2052⑥3201

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,668 泉崎村

④2184⑥484

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,572 中島村

④2088⑥484

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,700 矢吹町

④2184⑥1516

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,798 棚倉町

④1813⑥985

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,842 矢祭町

④2126⑥716

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,184 塙町

④2184⑥1000

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,409 鮫川村

④1925⑥484

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 902 石川町

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,989 玉川村

④1962⑥1027

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,869 平田村

④263⑥2606

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,304 浅川町

④1820⑥484

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 2,201 古殿町

④1718⑥483

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,477 三春町

④1761⑥1716

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 3,102 小野町

④1929⑥1173

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,480 広野町

④2128⑥4352

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,796 楢葉町

④2184⑥4612

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 6,254 富岡町

④1769⑥4485

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 27,092 川内村

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 716 大熊町

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,238 双葉町

④1902⑥3336

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 5,580 浪江町

④2184⑥3396

放射能簡易分析装置整備事業 1 3,6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,165 新地町

④2184⑥1981

放射能簡易分析装置整備事業 1 6
消費者から持ち込まれた食品の放射性物質検査を行
うため、体制整備を行う。 4,558 飯舘村

計 347,290

注2　地方消費者行政活性化基金管理運営要領別紙に掲げる事業メニューの番号（以下）を記載。

　　　　１　消費生活相談機能整備・強化事業

　　　　２　消費生活相談員養成事業

　　　　３　消費生活相談員等レベルアップ事業

　　　　４　消費生活相談体制整備事業

　　　　５　市町村の基礎的な取組に対する支援事業

　　　　６　地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

　　　　７　消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

注1食品等の放射性物質検査等に係る事業は「１」、東日本大震災に伴う消費生活相談への対応に係る事業は「２」、その他の東日本大震災に伴う緊急対応に係る事業は「３」を
記載。



別添

自治体名 福島県

○運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

自立した消費者育成のための新聞
記事掲載

① 自立した消費者育成のための新聞記事掲載 8,478 無 県実施

自立した消費者育成のためのバス
ポスター広告

① 自立した消費者育成のためのバスポスター広告 5,976 無 県実施

食と放射能に関する説明会 ① 地域住民を対象に食と放射能に関する説明会を実施する。 14,732 無 県実施

食と放射能に関する説明会 ① 事業者・団体を対象に食と放射能に関する説明会を実施する。 5,893 無 県実施

食と放射能に関する説明会 ① 学校・保護者を対象に食と放射能に関する説明会を実施する。 8,839 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を県北地域住民に全戸配布する。 11,509 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を県中地域住民に全戸配布する。 12,292 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を県南地域住民に全戸配布する。 3,250 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を会津地域住民に全戸配布する。 5,934 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を南会津地域住民に全戸配布する 683 無 県実施

「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」を相双地域住民に全戸配布する。 4,131 無 県実施



「食と放射能に関するＱ＆Ａ」の配布 ① 「食と放射能に関するＱ＆Ａ」をいわき地域住民に全戸配布する 8,308 無 県実施

首都圏等消費者交流事業 ⑤
県産品の主要消費地から消費者や消費者団体を招聘し、本県
の取組の紹介や放射能に関する説明を行う。

20,500 無 県実施

「ふくしまの今を語る人」県外派遣事業 ⑤
生産・加工流通関係者自らが講師となって県外に出向き、本県
の放射性物質低減の取組屋検査の状況を説明する。

25,000 無 県実施

専門家派遣事業 ①
多様化する消費者問題に対応するため、専門家による無料困り
ごと相談会を実施する。

8,099 無 相馬市

専門家派遣事業 ①
多様化する消費者問題に対応するため、専門家による各種相
談事業を実施する。

8,524 無 二本松市

専門家派遣事業 ①
法律問題等を気軽に相談できる窓口を設置し、被災者の生活
再建を支援する

5,406 無 南相馬市

消費生活相談体制整備事業 ①
消費生活相談員を配置し被害者の救済及び消費者教育の場
の提供、くらしに役立つ情報の提供を行う。

5,344 無 伊達市



自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

9,767 無 白河市

自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

9,571 無 二本松市

自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

6,052 無 須賀川市

自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

14,099 無 南相馬市

自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

7,936 無 本宮市

自家消費野菜等放射能検査事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射性物
質検査の体制を整備する。

5492 無 川内村

学校給食等放射性物質検査事業 ①
学校給食等の食の安全・安心を確保するため、食品中の放射
性物質検査の体制を整備する。

14,060 無 二本松市

食品放射能検査場建設事業 ①
消費者の食の安全・安心を確保するため、自家消費野菜等の
放射性物質の検査場を設置する。

14,000 無 川内村

風評被害消費者対策事業 ④ 風評被害の防止に係る事業 5,000 無 西会津町

風評被害消費者対策事業 ⑤ 風評被害の防止に係る事業 12,000 無 会津坂下町

風評被害消費者対策事業 ⑤ 風評被害の防止に係る事業 5,000 無 矢吹町

風評被害消費者対策事業 ⑤ 風評被害の防止に係る事業 5,000 無 棚倉町

計 243,875

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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