
平成 年度21

長野県 事業計画

都道府県コード 20



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

２ 消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 1,200                          

-                                

-                                

25,901                        

-                                

-                                

-                                

-                                

（９）商品テスト強化事業

-                                

18,000                        

1,550                          

（11）一元化相談窓口緊急整備事業

-                                

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

（３）消費生活相談員養成事業

都道府県

5,407                          

-

-                                -                                

-                                

1,122                          

平成 21 年度 長野県 事業計画【総括表】

事業名 市町村

4,843                          

-

1,858                          （４）消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                -                                -                                

30,535                        

350                            

48,535                        

66,760                        

-                                -                                

合計

（７）食品表示・安全機能強化事業

-                                （５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

（８）消費者教育・啓発活性化事業

-                                

合計

-                                

3,445                          

40,859                        

8,288                          

2,980                          

5,407                          

-                                

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

基金取崩し額

③参加自治体

①参加者総数

管内全体の研修参加

39%

都道府県予算

自治体参加型

取崩し割合

実施形態

66,760                                                            

100,064                                                          

①参加者総数

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

②年間研修総日数

72,119                                                            

法人募集型

管内市町村予算総額

172,183                                                          消費者行政予算総額



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） （単位：千円）

外部機関が開催する研修への相談員の参加支援

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業の概要

1,103

長野消費生活センター事務室等の施設改修、啓発機能
の強化を図るための機器整備

763市町村相談担当職員を対象とした研修の開催

4,843

事業経費

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

1,290

基金（交付金相当
分）対象経費

4,843

対象経費

別表１ 都道府県実施事業分

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

①消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

講師謝金、講師旅費、教材費

1,095

相談室（あっせん室）の改修・増設、事務室の改修、啓
発用映像映像機器の設置

旅費

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

25,901               

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

ノウハウを有する団体への作成委託経費

各種啓発資材作成経費

1,200相談対応マニュアルを作成

21,279

1,200

29,715        

18,000消費者教育強化のための啓発活動強化

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（既存）

上記に加え、市町村の消費生活相談担当職員を対象とした研修を年間８回開催（県設置センター単位（４所）×２回）

（強化）

市町村の消費生活相談担当職員を対象とした研修を年間５回開催（県設置センター単位（４所）×１回、全県対象×１回）

（強化）

上記に加え、国民生活センター等が開催する外部研修に相談員を年間延べ34名派遣（相談員（17名）×２回）

①消費生活センター機能強化事業（増設）
（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

国民生活センター等が開催する外部研修に相談員を年間５名派遣（県設置センター（５所）×１名×１回）

（既存）

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談室（あっせん室）を２室設置。

②消費生活センター機能強化事業（拡充）
（強化）

相談室（あっせん室）を３室に増設するとともに、相談者のプライバシーに配慮した仕様に改修。市町村相談員の実務的研修を受け入れるため事務室
を改修（拡張）。啓発機能の強化を図るために啓発用映像機器（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ）を整備

（既存）

（強化）

相談対応の経験が少ない市町村担当者の業務の円滑化を支援するため 相談対応マニュアルを作成
⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
⑫一元化相談窓口緊急整備事業

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

（既存）

なし

啓発パンフレット（新たに２種）、啓発DVDソフト、啓発パネル、悪質訪問販売注意喚起ステッカー、振り込め詐欺注意喚起に係る啓発資材の作成、交
通広告・インターネットバナー広告の制作、ラジオ啓発番組の放送、ホームページの内容整備、消費者シンポジウムの開催

消費生活情報誌、啓発パンフレット（１種）、消費生活講座

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑩商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

（既存）

相談対応の経験が少ない市町村担当者の業務の円滑化を支援するため、相談対応マニュアルを作成（強化）



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）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数 人

自治体参加型 法人募集型

参加者数

実施形態

人

年間研修総日数 人日



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

上田市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ヶ根
市、中野市、飯山市、東御市、安曇野市、佐久穂
町、川上村、軽井沢町、御代田町、立科町、辰野
町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、
喬木村、上松町、南木曽町、大桑村、波田町、麻績
村、山形村、筑北村、松川村、高山村、小川村

長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、小諸

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 松本市、小諸市、大町市、茅野市 4,386          

②消費生活センター機能強化事業（増設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

5,433          

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

拡充32箇所

長野市 985             

5,407          

985             拡充１箇所

概要事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計
2,460          新設４箇所

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 松本市、飯山市、東御市、佐久穂町、御代田町 352

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

350

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）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

各種啓発資材の作成等による消費者被害防止のための啓発30,535         

長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、小諸
市、伊那市、駒ヶ根市、飯山市、茅野市、御代田
町、富士見町、南箕輪村

1,344          1,122          国民生活センター・県がj開催する研修への参加支援

⑬消費者教育・啓発活性化事業

長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、須坂
市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、
茅野市、東御市、安曇野市、佐久穂町、川上村、軽
井沢町、御代田町、立科町、下諏訪町、富士見町、
辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田
村、高森町、天龍村、喬木村、上松町、南木曽町、
木祖村、大桑村、波田町、麻績村、山形村、朝日
村、筑北村、松川村、高山村、飯綱町、小川村

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

31,260         

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 松本市、飯山市、東御市、佐久穂町、御代田町 352            

合計 40,859        43,760        

350           



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）

３．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年 千円

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

法人募集型

追加的総費用

自治体参加型

人

年間研修総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人

人日

研修参加・受入要望

参加者数

実施形態



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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

66,760            

千円

25,901            

40,859            

交付金相当分

平成20年度 平成21年度 チェック項目

-

26%

22,764             千円

-

- 千円 -

77,300             千円 100,064           

千円

積増し相当分

前年度差

千円

- 千円 25,901             千円

- 千円 千円

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

①都道府県の消費者行政予算

千円

千円

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -

千円

-                    千円-

105,423           

千円

74,163             

千円

66,760            

千円

千円

31,260             

- 40,859             千円

109,199           千円

-

千円

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

31,899             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

77,300             

31,899             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

　うち基金（交付金相当分）対象外経費

-3,776            

千円 -

千円

千円

千円

千円

-

千円

千円

千円

千円

57%

- 千円

-

62,984            -

-

-

-

40,220             千円

-

千円 72,119             

39%

-639               

-3,137            千円

172,183           109,199           

-



-                                     

千円

千円

-                                   

千円

-                                     

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

千円

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分） 66,760                              

-                                     

千円平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

千円

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分）

-                                     

137                                  千円

298,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 231,377                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） -                                     千円

千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

-                                     平成21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 298,000                            

３．基金の管理

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

人

18       人

17       

                                   

17       相談員総数

相談員数

相談員数

18       

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定 相談員数

相談員数相談員数

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

千円

平成20年度末

平成20年度末

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

③就労環境の向上

国民生活センター等開催の研修参加のための旅費を支援（受講回数の増加）

市町村相談員のＯＪＴ研修に対応するため、狭小な事務室を改修

具体的内容

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

④その他

処遇改善の取組

○

○

うち委託先職員等の相談員


