
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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 3,052            3,052                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 2,223            2,223                消費生活講演会の開催 、啓発用資料の作成・購入等

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の国民生活センター等研修参加の支援 355               355                   旅費、参加負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センター利用促進のための広報・周知 474               474                   ラジオＣＭによる消費生活センターの利用周知

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 長野市 自治体コード 202011 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） ・市広報紙への掲載、県等関係機関発行紙の配布　　・リーフレット等による出前講座の開催

（強化）
啓発：若者向け啓発冊子（トラブル対策）の作成 4,600部、悪質商法被害防止の消費者啓発用映像ソフト（DVD)の購入 2種類、視覚障
害者向けデジタル録音図書複製用媒体（CDR）の購入
教育：消費生活講演会の開催、出前講座に使用する音響設備（ワイヤレスアンプ）の購入

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（既存） 計２回参加（国民生活センターが開催する研修会）

（強化）
計８回参加（既存の予算で、国民生活センター・関東農政局の研修会に各１名が参加（計２回）したうえで、国民生活センター・日本消費
者協会・経済産業省が開催する研修会に４名（計６回）参加）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） 広報：消費生活センター業務案内の市広報掲載　　参考図書：関係機関発行の資料活用

（強化）
広報：ラジオ20秒CMによる消費生活センターの利用周知（契約トラブル、多重債務） 　回数：60回
参考図書：相談業務に必要な書籍（消費者六法、特定商取引に関する書籍）の購入

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 12,815         千円 前年度差 -2,394         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,052          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 15,209         千円

平成22年度の消費者行政予算 15,867           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）対象経費 2,702          千円

平成21年度の消費者行政予算 17,911           千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 賃金の改定（月額6,590円の増）

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数 3      

相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 3      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等による消費生活相談会の開催 244               244                   謝礼

合計 - 3,071            2,822                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害未然防止のための啓発 2,723            2,493                
啓発パンフレット作成・配布、啓発物品配布（ストラップ・ﾎﾟｹｯﾄ
ﾃｨｯｼｭ）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター及び県内での研修へ参加支援 104               85                    旅費・負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 松本市 自治体コード 202029 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 広報啓発特集記事印刷２回分

（強化）
消費者被害防止啓発新成人向けパンフレット4,000冊、ＩＴトラブル中学生向けパンフレット、ストラップ7,400個、生活展来場者向け悪質
商法被害防止啓発ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ32,000個

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 国民生活センター教育研修1回、県研修1回

（強化） 国民生活センター教育研修２回、県研修４回

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,668          千円 前年度差 -2,457         千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,822          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 4,125          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,490            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）対象経費 3,895          千円

平成21年度の消費者行政予算 8,020            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士等による消費生活無料相談会を７回（相談員同席）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターの研修参加のための旅費を支給

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 無料弁護士相談 240               240                   講師謝礼

合計 - 7,945            7,945                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 6,009            6,009                
消費者被害防止パンフレット等作成（一般用、高齢者用、若者
用）、消費生活展での啓発用物品の購入、消費者啓発回覧板
作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員及び相談員の国民生活センター研修への
参加支援（７人）

285               285                   旅費、受講料

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談コーナー整備、啓発機材・参考図書の購入 1,411            1,411                カウンター、テーブル・椅子、プロジェクター、参考図書等

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 上田市 自治体コード 202037 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）
（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）
（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）
（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）
（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 県から配布されるチラシ等を自治会へ回覧又は全戸配布。消費者啓発の回覧板なし。

（強化）
新たに悪質商法に対する消費者の警戒意識を喚起するための「消費者被害防チラシ等」を一般用、高齢者用、若者用を作成して配
布。消費生活展又は出前講座等で消費者被害防止のための啓発品（ﾏｸﾞﾈｯﾄﾊﾞｰ5,000個）配布。消費者被害防止を印刷した回覧板作
成

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）
（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）
（強化）

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）
（既存） 担当職員及び相談員が県開催の研修に参加

（強化） 新たに国民生活センターが開催する研修への参加を支援（8人）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 本庁窓口ハイカウンター。　相談専用ブースなし（真田自治センター）。出前講座用プロジェクター等機材なし。（真田自治センター）

（強化）
本庁窓口をローカウンターに。相談専用ブース新設（ﾃｰﾌﾞﾙ、イス、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置）・出前講座用機材（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）の購入。（真田自
治センター）。相談担当職員の知識習得のための参考図書を新たに購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,098          千円 前年度差 2,225          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,945          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 3,873          千円

平成22年度の消費者行政予算 14,043           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）対象経費 4,021          千円

平成21年度の消費者行政予算 7,894            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-      -                人時間／年 -                    

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 無料法弁護士相談24回（本庁）

（強化） 新たに、自治センター（6か所）で無料法弁護士相談を担当職員同席により開催



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修への参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

3      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 3      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 546               546                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発・周知 369               369                   悪質商法撃退ステッカー・趣意書、消費者被害防止パンフレット

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員等の国民生活センター等研修への参加支援 69                 69                    旅費、参加費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 事務用機器の設置　参考書籍等の配備 108               108                   事務用機器の設置　参考書籍等の配備

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 岡谷市 自治体コード 202045 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 「一日くらしの教室」を実施し、消費者にかかわる講演を実施。消費者被害防止のために悪質商法に対する注意を促す広告を地元新聞

に掲載。
（強化） 全県統一デザインによるステッカー及び配布説明趣意書を全戸（約２０，０００世帯）に配布。消費者被害未然防止のための啓発用パンフレットを３，００

０部作成予定。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（既存） 消費生活相談を担当する行政職員や相談員が、一人当たり年１回程度国民生活センターが主催する研修等に参加。

（強化）
消費生活相談を担当する行政職員や相談員の研修参加を年複数回にするだけでなく、啓発を担当する行政職員も国民生活センター
等が開催する研修へ参加するための旅費・参加費を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 市民からの消費者関連の相談に行政職員や福祉相談も兼務して行っている相談員が対応。

（強化）
新たに相談者が相談しやすい環境とするための相談室の整備（主にＰＩＯ－ＮＥＴ端末の導入により必要となる事務机・椅子・プリンター
台等購入）及び相談担当職員の知識習得による相談対応向上のための参考書籍（消費者六法等）の購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,160          千円 前年度差 639             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 546             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 521             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,706            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）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 521               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 相談担当職員が研修へ参加するための旅費・参加費を支援。

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 989               989                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 高齢者･若者･一般者啓発 870               870                   高齢者･高校生向冊子の作成及び一般向けチラシの作成費用

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員研修参加 90                 90                    研修参加旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍購入 29                 29                    月刊誌購読料、参考図書購入

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野 市町村名 飯田市 自治体コード 202053 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 国民生活センター及び県消費生活室作成のチラシ利用

（強化）
高齢者あんしんハンドブック7,700冊、インターネット関連冊子を中学生保護者へ配布4,000部、一般への啓発としてトラブル防止クリア
ファイルの作成配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 国センでの行政職員研修へ１回参加及び飯田消費生活センターでの研修に参加

（強化） 県主催相談員養成研修（長野市・松本市）へ連続しての参加及び国セン主催相談員行政担当者研修への参加（愛知県・東京）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 国民生活センター無償配布資料の活用

（強化） 国民生活センター発行月刊誌の購読及び法律改正に伴う解説書（特定商取引法関連）、消費者六法2010,2011参考図書の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 467             千円 前年度差 -112           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 989             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 579             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,456            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）対象経費 1,147          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,726            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,073            2,073                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 1,972            1,972                
地元CATV(TV・ﾗｼﾞｵ)啓発広告、ﾁﾗｼ作成及び世帯配布手数
料、成人式出席者配布用啓発ﾁﾗｼ及びﾛｺﾞ入りｸﾞｯｽﾞ

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の国民生活センター研修・県研修への参加 28                 28                    旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍、事務用機器（備品）の配備 73                 73                    執務参考資料購入、事務用機器（備品）の配備

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 諏訪市 自治体コード 202061 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 県からの啓発チラシ（暮らしのまる得情報）の配布

（強化）
消費者被害防止チラシの作成（22,000部×４回、2,200×１回）、チラシ全戸配布手数料（４回）、地元ＣＡＴＶ（ＴＶ・ラジオ）啓発ＣＭ放
送、成人式出席者への啓発チラシ及び消費生活相談窓口案内ロゴ入りグッズ（入浴剤５００ケ）配布

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県（消費生活センター）が主催する研修に参加

（強化） 新たに国民生活センター・県（拡充分）が開催する研修への参加旅費を支援（参加者1名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費者行政担当職員が窓口で対応、相談対応のための参考図書なし

（強化）
相談対応のための参考図書（消費者六法２０１０年版、住宅明細図、契約トラブル１１０番）購入、ＰＩＯ－ＮＥＴ用プリンターステーション１
台購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,137          千円 前年度差 125             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,073          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 1,012          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,210            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）対象経費 1,620          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,632            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      

相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 139               139                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止リーフレット、高齢者用啓発パンフレットの作成 135 135 ストップ!消費者被害、高齢者用啓発パンフレット

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍の窓口配備 4                  4                      参考書籍

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 須坂市 自治体コード 202070 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 講演会、消費生活展、広報誌を利用した消費者啓発を実施。

（強化）
悪質商法に対する消費者の警戒意識を喚起するため「ストップ!消費者被害」リーフレットを全戸に配布。また、出前講座や高齢者を対象にした教室等にて「高齢者啓発
用パンプレット」を使用。高齢者の悪質商法防止の啓発を行う。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 消費者行政担当者により相談業務を実施。

（強化） 相談業務担当職員の知識修得と相談対応向上のため、新たに書籍を購入。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 353             千円 前年度差 56               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 139             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 297             千円

平成22年度の消費者行政予算 492               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）対象経費 952             千円

平成21年度の消費者行政予算 1,249            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 270               270                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発･教育 206               206                   啓発パンフレット購入費

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センター及び長野県主催研修への参加支援 58                 58                    研修参加のための旅費・研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
参考書籍の整備（平成23年度中に消費生活センター設
置予定）

6                  6                      参考書籍購入費

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 小諸市 自治体コード 202088 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 成人者への悪質商法防止のための啓発用リーフレット配布　出前講座の開催

（強化）
上記に加えて新たに、住民への啓発、教育のために悪質商法被害防止のための高齢者向けの啓発用リーフレット全戸配布、中高生へ
の啓発リーフレット配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（既存） 国民生活センター主催研修、長野県主催研修の参加なし。

（強化）
相談業務強化・レベルアップのため、国民生活センター主催研修及び長野県主催研修に消費生活相談員も含めた消費者行政担当者
が参加する旅費及び受講料を支援。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）
新たに消費生活センターとして設置　ＰＩＯ－ＮＥＴ端末機導入に伴う事務用機器の充実　市の広報誌の他に消費生活センターの設置
を住民に周知するための広報用リーフレット作成

（強化）
更に、消費生活センターの機能強化、相談対応向上のために、相談員等の知識習得のための特定商取引に関する法律の解説、消費
生活年報2010を購入。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 623             千円 前年度差 -297           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 270             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 920             千円

平成22年度の消費者行政予算 893               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）対象経費 1,091          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,011            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催研修参加のための旅費･受講料を支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 2,004            2,004                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 231               231                   消費者被害防止啓発パンフレット、契約チェックリストの作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センターの主催する研修会への参加 22 22 国民生活センター主催の消費生活相談員研修参加旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 県が適切な法人に委託して実施する実務的な研修への参加支援 1,751            1,751                報酬、費用弁償、社会保険料、研修参加旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 市町村名 伊那市 自治体コード 202096 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 消費生活講座の開催・市報への悪質商法啓発記事掲載

（強化） 「ストップ！消費者被害」リーフレットを２４，０００部作成配布。「契約チェックリスト」リーフレットを２４，０００部作成配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県主催の研修会への参加

（強化） 国民生活センター主催の研修会への参加１回(１人1回)

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 新に、非常勤職員を雇用し、実務的研修への参加を支援することにより、消費生活相談員を養成する。

⑦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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 748             千円 前年度差 -731           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,004          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 1,479          千円

平成22年度の消費者行政予算 2,752            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）対象経費 845             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,324            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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 1      人

年間研修総日数 213   人日

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他 ○ Ｈ22年４月から非常勤相談員１名配置

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 682               682                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 440               440                   冊子配布、回覧板作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修参加支援 42                 42                    旅費、負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務への対応を的確にするための環境整備 200               200                   事務機器、参考図書

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 駒ヶ根市 自治体コード 202100 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活啓発パンフレット全戸配布

（強化）
小学生を対象に携帯電話トラブル回避冊子を配布、新社会人を対象に消費者トラブル回避冊子を配布、高齢者ひとり・二人世帯に注
意をうながす冊子配布。啓発用に隣組用回覧板500部を製作（悪質商法の被害防止及びクーリングオフについて表面に印刷）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 担当職員が、県等で開催の研修に参加(1名）

（強化） 国民生活センターが開催する研修への参加負担金、旅費（２名）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） プロジェクター及び参考図書なし。

（強化） プロジェクター購入（高齢者クラブ等で出前講座）、参考図書購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 606             千円 前年度差 70               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             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 536             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,106            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）対象経費 1,296          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,832            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 241               238                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害にあわないための市民への啓発 192               191                   啓発チラシの全戸配布　啓発パンフレットの配布　啓発パネルの設置

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談担当職員のレベルアップに向け国民生活センター
主催の研修に参加

49                 47                    旅費、研修会参加負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 中野市 自治体コード 202118 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 多重債務問題等啓発パネル設置（市民会館等１箇所）

（強化）
新たに消費者被害にあわないための啓発チラシを作成し全戸に配布。新たに高齢者用パンフレットを作成し、高齢者見守りのため民生
児童委員等に配布及び関係機関に設置。新たに若者向けITトラブル防止パンフレットを作成し市内全中学生に配布。新たに多重債務
問題等啓発パネルを作成し公民館等に設置。新たに高齢者用啓発パンフレットを作成し、出前講座の時配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県が開催する担当者会議に出席

（強化） 国民生活センターが開催する研修会に参加（１回、１人）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 158             千円 前年度差 -107           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 238             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 265             千円

平成22年度の消費者行政予算 396               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）対象経費 582             千円

平成21年度の消費者行政予算 847               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

4      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 4      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 4      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 4,313            2,134                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 あっせんの強化と相談員の待遇改善 2,245 134 積極的にあっせんを行うとともに相談員の待遇改善を図る

⑬消費者教育・啓発活性化事業 パンフレットの作成、啓発DVDソフト、啓発回覧板、啓発チラシの購入 1,120 1,120 パンフレットの作成、啓発DVDソフト、啓発回覧板、啓発チラシの購入

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員の研修会への参加支援 73 68 相談員の研修会参加旅費、参加負担金を支援する

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充） 消費生活センターの機能拡充 875 812 相談コーナー新設292、事務用機器（プロジェクター）の設置、参考図書購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 大町市 自治体コード 202126 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 相談員1名を設置

（強化） 積極的にあっせんを行い問題の早期解決を図るとともに、相談員の待遇改善を図る

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県が作成する消費生活広報誌の全戸回覧、市の広報誌への啓発記事掲載

（強化） 消費者被害防止、多重債務など消費生活啓発総合パンフレットを作成し、全世帯に配布。啓発DVDソフト、啓発チラシを購入し、老人クラブ等への出前講座を開催。啓発回覧板を全隣組に配布。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（既存） 県が開催する研修会に参加（年2回、1人）

（強化） 新たに、相談員の知識、能力向上のため、消費生活相談員資格取得講座の参加旅費、参加負担金を支援する。（県外3日間、1人）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存） コーナー・事務用機材なし。参考図書(年度版図書及び参考図書)あり。消費生活相談窓口を本課に併設（22年4月1日消費生活センターを開設)

（強化） 相談コーナーの新設（パネルスクリーン設置、テーブル・イス購入）、事務用機材（プロジェクター）の新規購入、参考図書購入(年度版図書更新及び既存図書以外の参考図書)

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,179          千円 前年度差 387             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,134          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 1,792          千円

平成22年度の消費者行政予算 4,313            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）対象経費 265             千円

平成21年度の消費者行政予算 2,057            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

1      人時間／年 134                

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 月額報酬額を増額する（月額15,500円増額する）

②研修参加支援 ○ 相談員の研修会参加旅費、参加負担金を支援する

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

2      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 3      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 無料弁護士相談会の開催 47                 46                    謝金・旅費

合計 - 963               943                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 59                 58                    啓発パンフレットの作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 担当職員及び相談員の研修機会の増加（1回増） 85                 69                    旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書を新たに整備する 40 39 消費者六法ほか参考図書13冊の購入費用

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 相談を担える者を養成するために週2日（1名）が研修に参加 732 731 研修参加相談員報酬、研修参加旅費

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 飯山市 自治体コード 202134 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県作成のパンフレット等啓発資材の配布、広報誌・防災無線等での啓発活動

（強化） 消費者啓発のため、全世帯配布用リーフレット「ストップ！消費者被害」8000部、及び高齢者向け講座配布用冊子「高齢者あんしんハンドブック」700部を作成

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 担当職員の国民生活センター研修参加なし

（強化） 担当職員及び相談員が国民生活センター研修に参加（年３回）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 相談を担える者を養成するために、嘱託職員（又は臨時職員）が週２日実務的研修に参加

⑦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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 参考図書を整備し、より難しい事案についても対応できるようにする

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 414             千円 前年度差 387             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 943             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 27               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,357            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）対象経費 1,068          千円

平成21年度の消費者行政予算 1,095            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-      -                人時間／年 -                    

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 1      人

年間研修総日数 96    人日

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 弁護士等の専門家による無料相談会の実施（年１回・担当職員及び相談員が同席しスキルアップを図る。平成21年度から実施）



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

③就労環境の向上 なし

④その他 ○ Ｈ22年４月から非常勤相談員１名配置

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 なし

②研修参加支援 ○ 研修機会の増加

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 -      人

-      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 -      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
専門的知識を有する司法書士による相談会を開設し、高
度で専門的な相談への対応を強化する。

72                 72                    相談会時司法書士報酬

合計 - 1,346            1,219                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
高齢者向けパンフレットを作成し出前講座を開催。市民
への消費トラブル情報チラシ及びステッカーの作成。

420               420                   
消費者トラブル情報チラシの作成、悪徳商法撃退ステッカーの作成、
高齢者出前講座用・啓発用リーフレットの購入及び作成

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員を国民生活センターで開催される研修に参加し、
相談員のレベルアップを図る。

207               80                    研修参加費(旅費、負担金）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
消費生活相談室の強化を図る(平成２3年度中に消費生
活センターを開設予定)

647               647                   
相談窓口図書等の購入。啓発用機器の購入(プロジェクター、
ノートパソコン、ワイヤレスアンプ、マイク、ワイヤレスチューナー
接続ケーブル等)、カタログホルダーの購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 茅野市 自治体コード 202142 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 高齢者への見守り活動に活用するため「くらしの豆知識」を民生委員に配布。消費生活展において消費者トラブル防止の啓発展示を実
施。

（強化）
高齢者出前講座用及び啓発用リーフレット(高齢者安心ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(高齢者向け1,000部)、悪質商法にだまされるものか（高齢者向け400
部）)を購入及び作成し出前講座を開催し啓発活動を行う。市民向け消費トラブル情報チラシを作成し全戸及び各施設等へ配布(№2
21,000部、№3 22,500部)。悪質商法撃退ステッカーを作成し全戸及び各施設等へ配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存） 国民生活センターへの研修に年1回参加

（強化） 消費者行政担当者のレベルアップを図るために、年1回から3回へ強化する。（国民生活センター等が開催する研修）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存） 要件を満たさない窓口を設置し相談業務を行っていた。相談室の設置、ﾛｰｶｳﾝﾀｰの設置、啓発用ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄスタンド３台、参考図書１冊

（強化）
要件を具備した消費生活センターの開設に向け相談業務の充実を図りたい。参考図書等、啓発用機器の購入(プロジェクター、ノートパ
ソコン、ワイヤレスアンプ、マイク、ワイヤレスチューナー接続ケーブル等)、カタログホルダーを購入し相談窓口の充実を図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,775          千円 前年度差 1,159          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,219          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 1,616          千円

平成22年度の消費者行政予算 3,994            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）対象経費 1,124          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,740            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） なし

（強化） 専門的知識を有する司法書士による相談会を年６回開設し、高度で専門的な相談への対応を図る。(消費生活相談員同席により実施)



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 国民生活センターへの研修参加のための諸費等を支援（研修回数の増）

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 256               240                  -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 214               214                  出前講座実施用パンフレットの購入（高齢者・若者向け）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター教育研修事業への参加 42                26                    研修会参加のための旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 塩尻市 自治体コード 202151 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 高齢者対象悪質商法被害防止のための出前講座の開催

（強化） 消費者被害未然防止のための、出前講座実施にともなう教材、パンフレット等の購入（高齢者・若者）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県主催消費生活相談担当者等研修会への参加　2名

（強化） 国民生活センター教育研修事業への参加　1名

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,147          千円 前年度差 971             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 240             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 176             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,387            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）対象経費 千円

平成21年度の消費者行政予算 176               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 150               150                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 123 123 悪質商法への注意喚起パンフレット（Ａ３）の作成して全戸配布する。

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の国民生活センター研修への参加支援（１名） 27 27 旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 千曲市 自治体コード 202185 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 出前講座や市報、有線放送、HPで随時広報・啓発を実施。

（強化） 新たに悪徳商法被害防止のためのパンフレット（Ａ３）を作成して全戸配布する。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 長野県の主催する研修会や勉強会に担当職員が参加。

（強化） 新たに相談を担える者を１名養成するために国民生活センターの研修に参加。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 237             千円 前年度差 -138           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             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 375             千円

平成22年度の消費者行政予算 387               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）対象経費 -                千円

平成21年度の消費者行政予算 375               千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

1      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 1      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 相談業務アドバイザー謝礼 60                 60                    謝礼12回×5000円

合計 - 425               425                   -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のための啓発 260 260 高齢者啓発用パンフレット、契約解除リーフレット等の作成。

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の国民生活センター研修への参加支援等 46                 46                    旅費・負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍の配備、啓発資料の整備。 59 59 参考書籍、啓発資料保管庫の購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 東御市 自治体コード 202193 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）
市広報紙に「悪質商法からお財布を守ろう！」と題して注意喚起のため記事を連載し、また、県発行の「くらしまる得情報」などを全戸回
覧等している。

（強化）
新たに、福祉課担当係と連携して高齢者向けに地域での啓発活動に活用するためパンフレット(高齢者あんしんハンドブック4,000部）を作成。市民へ
啓発するため県で作成するリーフレット（早わざクーリング・オフはがき 10,600部）などを印刷、購入する。市広報紙には「消費者ガイド」と改名して、悪
質商法被害防止の記事以外の情報も掲載していく。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 消費者行政担当者（兼務）が県主催の研修会に参加。

（強化） 新たに、相談担当職員の知識等充実させるため、国民生活センターが開催する研修等への参加旅費等を支援する。

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 消費者行政担当者（兼務）が相談に対応。執務参考図書は年度版のみあり。相談窓口周知のためのチラシ作成なし。

（強化）
新たに、相談担当職員の知識習得による相談対応の向上のための参考書籍（年度版更新分とその他執務資料）及び啓発資料の保管
庫を購入する。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象経費 425             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 496             千円

平成22年度の消費者行政予算 1,038            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）対象経費 2,275          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,771            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）
消費者行政担当係員がその他の業務と兼務し、県消費生活センターに問い合わせたり、関係資料等を参考にしながら相談業務をして
いる。

（強化）
従前から月1度行っている「よろず相談」（法律等市民無料相談）に新たに消費者相談の窓口を加え、専門的な資格を有する者及び消費生活相談員
の経験者（2人）をアドバイザーとして配置し、相談担当職員が消費者相談対応に必要な知識等に係るアドバイスを受ける。（H21年度年6回、H22年度
年12回）



うち基金（交付金相当分）対象外経費 613             千円 前年度差 117             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

2      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数

相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 2      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 2      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 司法書士による消費者トラブル相談会の開催 30 30 行政書士に対する謝礼

合計 - 1,045            1,042                -

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
相談員の出前講座等活用資料、市民向け啓発資料及び
成人者への注意喚起資料の作成。

447 446
悪質商法撃退・高齢者・成人者向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、悪徳商法撃退ｽ
ﾃｯｶｰの作成、契約ﾁｪｯｸﾘｽﾄ・早業ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌはがき等の購入。

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 県等主催研修会への参加 18 17
相談員・担当職員が研修会に参加するための旅費・駐車場代
及び負担金

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
執務参考図書の購入。事務用機器等の購入。窓口啓発
用ﾃｯｼｭの作成。

550 549
執務参考図書の購入。ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ(各支所用)、相談室用会
議ﾃｰﾌﾞﾙ・ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、PIO-NET用デスクの購入。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

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 長野県 市町村名 安曇野市 自治体コード 202207 平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 相談員による出前講座、市広報を活用した啓発事業を実施。

（強化）
相談員による出前講座等の内容を充実させるため、また、市民への周知のために活用する高齢者用パンフレット(2,000部)、契約ﾁｪｯｸ
ﾘｽﾄ(2,000部)、悪質商法被害防止ｽﾃｯｶｰ(1,000部)、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ(1,000部)、早業ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌはがき(1,000部)、成人者への啓発パンフレッ
ト(1,000部)の購入・作成。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）
（既存） 県主催研修会への参加。

（強化） 相談員及び職員が県等の主催する専門・事例講座等に参加する為の旅費(有料駐車場代)及び負担金

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存） 執務図書、相談窓口機能充実のための設備なし。

（強化）
知識習得の為の書籍購入。相談窓口の機能強化の為、パーティション・会議ﾃｰﾌﾞﾙ・書庫・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ(支所用)及びPIO-NET(22
年度中接続予定)用ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｽｸ、窓口啓発用ﾃｨｯｼｭ(3,000個)の購入。相談窓口用案内表示の作成。

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 795            千円 前年度差 227            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,042          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 568            千円

平成22年度の消費者行政予算 1,837            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）対象経費 2,405          千円

平成21年度の消費者行政予算 2,973            千円

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存） 多重債務者相談の為、弁護士によ無料相談を年１回実施。

（強化） 既存事業に加えて司法書士による消費者トラブル相談会実施(１回)のための謝礼（相談担当者同席）



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

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ○ 県外での研修参加時における旅費の支給

人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

3      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 1      人 平成22年度末予定 相談員数 1      

相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 7      人 平成22年度末予定 相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 8      人 平成22年度末予定



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

市町村名 南相木村 自治体コード 203068 平成 22 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 長野県

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） カタログスタンドの窓口への配備、窓口への啓発用品設置用ワゴンの購入 54 54 パンフレットスタンド　43,800円、啓発用品設置ワゴン10,380円

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者費が防止のための啓発、情報提供 67                 66                    
啓発用リーフレット2,707円、啓発用パンフレット1,680円、啓発用ポケッ
トティッシュ印刷込（1000個）16,275円、啓発用ボールペン印刷込（500
本）45,990円

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 121               120                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） なし

（強化） 他のチラシ・パンフレットと混在しないよう消費者行政パンフレット専用のスタンドを庁内へ設置。啓発用品専用のワゴンを設置。

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 村内告知放送を使って消費者被害の情報提供

（強化）
消費者被害未然防止のため各世帯へ啓発パンフレット「契約チェックリスト」の配布(450部）また高校卒業から２０歳までの若年層を対象に若者向けの
啓発パンフレットの「ネット社会の危ないところが分かる本　青尐年版」（３２部）配布・庁舎へ啓発ティッシュを設置し広く村民に周知を行う。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

-      -                人時間／年 -                    

平成21年度の消費者行政予算 -                  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）対象経費 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 121               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             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                千円 前年度差 -                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

消費者被害防止のための啓発 146 146

230

世代別(高齢者・若者)一般消費者向けリーフレット作成・啓発用
ポケットティッシュ・パンフレットスタンド購入

研修旅費・教材費

相談執務参考資料・「消費生活講座」開催に伴う機材購入

8                      

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）

相談担当職員への指導・助言をのため専門家の配置⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

436               

52 52

-

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費

弁護士謝金

事業名

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

都道府県名 長野県 市町村名 佐久穂町 自治体コード 203092 平成 年度

230

8                  

相談室の充実・執務参考資料、機材購入

消費者行政担当者の研修会等参加支援

22

事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

436                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

無線放送による随時の注意喚起・広報誌による啓発

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

県が開催する研修会参加旅費、教材費(2名に追加)

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
相談執務参考資料、案内プレート、地域の高齢者を対象とした「消費生活講座」開催に伴う機材（ワイヤレスアンプ・マイク・プロジェク
ター用スクリーン)購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

県が開催する研修会への参加（1名参加)

（既存）

消費者相談担当者が相談に対応。相談者のプライバシーに配慮した対応を行うため相談室を配置。

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

（既存）

（既存）

町内各地区で開催される健康相談会(49会場)で配布する高齢者用啓発パンフレット、成人者・小中学生に若者向けトラブル防止パンフ
レット、全戸に一般消費者用リーフレット作成配布。イベント等啓発用ポケットティッシュ・パンフレットスタンド購入

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

事業名



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

参加者数

人日

人日

追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 823               

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

消費生活相談会に際して相談に応ずると共に相談担当職員への指導・助言を行うアドバイザー(弁護士）の配置(年1回程度開催・1名配置)

前年度差 35               千円98               千円

千円534               平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

人

なし

うち基金（交付金相当分）対象外経費 63               

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

（既存）

千円

千円

（強化）

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

436             

うち基金（交付金相当分）対象経費 760             千円

（強化）

自治体参加型

対象人員数

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）
（既存）



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

人

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

人うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

相談員数

うち委託等の相談員

-      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）

契約時のチェックリスト、消費者被害防止、ITﾄﾗﾌﾞﾙ防止のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を作成、配布消費者被害防止のための啓発

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

210                   227               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

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）

227               210                   

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

年度市町村名 軽井沢町 203211 平成 22

事業の概要

自治体コード都道府県名 長野県

事業名

--

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業経費



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（既存）
⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑭商品テスト強化事業

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

（強化）

（既存）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

消費者被害防止を目的に、ストップ日消費者被害リーフレット（8,500部）と契約チェックシート(8,500部とを作製し全戸に配布する。また、
小中学生を対象にＩＴトラブル防止（1,800枚）のパンフレットを作製・配布する。

（強化）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

パンフレットなどの窓口設置、区回覧等による啓発事業、消費者の警戒意識を喚起するための「悪質商法お断りｽﾃｯｶｰ」を全戸配布

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人日

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数

年間実地研修受入総日数

千円

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 361             千円

人

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数 人日

人

400             千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円前年度差 340             

千円

610               

210             

千円

千円

千円

60               千円うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成21年度の消費者行政予算

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

421               

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）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

実施形態



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

人

人

2      

相談員数 1      

人

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人うち定数内の相談員

相談員総数平成21年度末消費生活相談員の配置

1      平成21年度末 1      

人

相談員数

平成21年度末

人

人1      平成22年度末予定

相談員数

相談員数

平成21年度末

相談員総数

平成22年度末予定 相談員数

2      平成22年度末予定

うち委託等の相談員 相談員数 平成22年度末予定

①報酬の向上

処遇改善の取組 具体的内容

うち定数外の相談員



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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

2                  

事業経費

平成 22203238都道府県名

-                  

執務参考書籍・資料の購入・配備

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

長野県 市町村名 御代田町 自治体コード

事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

103                   -107               

-                  -                      

合計

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2                      

-                      

執務参考資料購入、窓口に関する住民への周知に係る経費

消費者教育・啓発に必要なパンフレットの作成、グッズの購入105               消費者被害未然防止のための啓発資料・グッズの購入 101                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

若者向けトラブル防止パンフレット等を成人式にて配布。(150部)
一人暮らし高齢者向け啓発パンフレットの配布。（350部）中学生を中心としたネットトラブル防止パンフレット等の配布。（300部）

（既存）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

広報誌やオフトーク放送を活用した啓発や注意喚起。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化） 適切なアドバイスが出来るように参考書籍(消費相談実例集等)を購入する。

参考書籍及び庁内相談窓口案内看板なし。

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

対象人員数

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）

3                

うち基金（交付金相当分）対象経費 240             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

103             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

（強化）

自治体参加型

参加者数

（既存）

（強化）

千円107               平成22年度の消費者行政予算

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 241               

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円4                千円前年度差

千円

人

人日

人

人日

追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

（既存）

実地研修受入人数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人-      相談員総数人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 -      

相談員数

相談員総数

-      

平成22年度末予定人-      

-      

-      

-      

うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

-      

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

消費者被害防止の為の啓発

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

16                 消費者被害防止のためのリーフレット作成16                    

-                      

16                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 立科町 自治体コード 203246

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

-                  

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

16                    -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

町有線放送、広報紙、ケーブルテレビ（行政チャンネル）を活用した啓発

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

新たに消費者被害防止（悪質商法）の為のリーフレットを全戸配布（2,850部）する

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

194               

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -24             千円53               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

16               

-                  

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

69                 

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 77               

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 117             千円

-                  

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

-      

-      

平成22年度末予定人

人

人-      

-      

-      

平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

-      相談員総数相談員総数 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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

悪徳商法被害防止のための啓発資料作成及び機材設置

791                   

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

11                    

780                   消費者被害防止のための啓発、消費生活展の開催・充実

--

研修参加旅費

1,238            

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 長野県 市町村名 富士見町 平成 22

1,252            

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

年度

14                 相談担当職員等の研修会への参加支援（２名）

事業経費事業の概要

自治体コード 203629

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

なし

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化） 県開催の研修会に相談担当職員等２名が参加するための旅費を支援

（強化）

（強化）

（強化）

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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

広報誌への啓発記事の掲載

新たに悪質商法に対する注意喚起のための被害防止啓発パンフレットの全戸配布（4,800部）、消費者被害防止啓発隣組回覧板作成
（７００個）、悪質商法等啓発物品（マグネット）の全戸配布・消費生活展来訪者への配布（4,800個）、パンフレットスタンド・相談窓口案内

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

千円

（既存）

（強化）

千円

494             

千円

千円791             

-52             

千円

前年度差442             うち基金（交付金相当分）対象外経費

人日

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

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,233            

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

千円

千円

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 450             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成22年度の消費者行政予算

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）
（既存）

（強化）

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

年間研修総日数

実施形態

平成21年度の消費者行政予算 944               

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



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成21年度末

相談員総数

人

人

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち定数内の相談員 相談員数 平成22年度末予定

平成22年度末予定1      消費生活相談員の配置

平成21年度末

1      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

人

人

人

相談員数

相談員数

1      

人人 相談員総数 1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

平成21年度末

平成21年度末



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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

事業経費

平成 22203637都道府県名

4                  相談担当職員の研修会への参加支援（１名）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

長野県 市町村名 原村 自治体コード

事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

245                   -245               合計

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

旅費（高速道使用料分含む）4                      

消費者啓発のオリジナルリーフレット・オリジナルシール作成、広報用
ボールペン、相談窓口スタンド1台。

241               消費者被害防止のための啓発 241                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

被害防止を図るため、啓発用オリジナルシールを作成し全戸配布を行うとともに、啓発広報用ボールペンの作成及び相談窓口スタンド1台。

（既存）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

「県作成消費生活情報誌の全戸回覧」「村作成消費生活チラシの全戸回覧」「村有線放送による啓発放送」「消費生活DVDの村独自
放送テレビ(サラダチャンネル)放映」

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

なし（既存）

研修会に相談担当職員１名が参加するための旅費（高速代）の支援

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 18              千円

対象人員数

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）

4                

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                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

245            

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

（強化）

自治体参加型

参加者数

（既存）

（強化）

千円267               平成22年度の消費者行政予算

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 18                 

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円22              千円前年度差

千円

人

人日

人

人日

追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

（既存）

実地研修受入人数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人1      相談員総数人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 1      

相談員数

相談員総数

1      

平成22年度末予定人-      

-      

-      

-      

うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

1      

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

都道府県名 長野県 市町村名 辰野町 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

自治体コード 203828 平成 22

②消費生活センター機能強化事業（増設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

  全戸配布用エコバッグ（２種類）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
悪徳商法等の注意喚起や消費生活相談窓口の表示され
たエコバックを啓発運動等で配付

2,289 2,289

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計 - 2,289            2,289                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 印刷文書を配布して出前講座を実施したり、広報紙に啓発の文章を載せたりしている

（強化）
悪徳商法等の消費者被害の防止を早急に浸透させる為に、注意喚起及び消費生活相談窓口を表示した小物（エコバック）を啓発運
動や出前講座等で配付する

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

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

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

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

平成21年度の消費者行政予算 685               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 683             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                千円

平成22年度の消費者行政予算 2,270            千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -19             千円 前年度差

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,289          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

-21             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定

平成22年度末予定 相談員数人 人

相談員総数 -      人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数

人

人 平成22年度末予定 相談員数 人

人 平成22年度末予定 相談員数

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21年度末 相談員数

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 1,597                -

事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

事業経費

22

基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

平成都道府県名 長野県 市町村名 箕輪町 自治体コード 203831

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

対象経費

1,597            -

消費者教育講演会の開催、啓発パンフレット等の作成・配布1,597                1,597            消費者被害防止のための啓発

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

⑦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）

（既存）

広報誌、ＨＰで啓発活動

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化） 消費者教育・啓発のため講演会を開催。消費者被害防止啓発物品の作成・全戸配布（クーリングオフはがき、啓発パンフレット等）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

人時間／年

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

282             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

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

1,597          

1,687            

千円

2,099            平成21年度の消費者行政予算

人

千円

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）対象外経費 千円90               千円前年度差 -192           

年間研修総日数

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,817          

人

人日

人日

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

参加者数

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

実施形態

対象人員数

自治体参加型

（強化）

（既存）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人1      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数 人消費生活相談員の配置 平成21年度末

相談員数うち定数内の相談員 人1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

1      

1      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 222                   -

事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

22                 

事業経費

22

基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

参考書籍の購入

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

平成都道府県名 長野県 市町村名 飯島町 自治体コード 203840

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

21                    

対象経費

参考書籍

223               -

悪徳商法パンフレット作成等201                   201               消費者被害未然防止のための啓発

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

⑦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）

（既存）

広報等による啓発、福祉係への情報提供

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

知識習得、相談対応向上書籍なし。

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化） 担当職員の知識習得、相談対応向上書籍購入

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）
悪質商法パンフレット全戸配布3,000部・ストップ！消費者被害リーフレット全戸配布3,000部・高齢者あんしんハンドブック６５０部・小中
学生ネット社会の危ないところがわかる本９００部

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

人時間／年

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

38               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

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

222             

236               

千円

188               平成21年度の消費者行政予算

人

千円

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）対象外経費 千円14               千円前年度差 -24             

年間研修総日数

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             

人

人日

人日

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

参加者数

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

実施形態

対象人員数

自治体参加型

（強化）

（既存）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人-      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数 人消費生活相談員の配置 平成21年度末

相談員数うち定数内の相談員 人

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

-      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） 弁護士等を活用した消費生活相談会の開催 63                 

事業経費

謝金

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

全戸、小中学生、成人者、高齢者用リーフレット作成費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

年度

22                 

8                  

参考書籍の購入

相談担当職員の研修参加

自治体コード

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

平成 22203858

事業の概要

都道府県名 長野県 市町村名 南箕輪村

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

消費者被害防止のための啓発

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

--

890               

7                      研修参加経費

889                   

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

980                   

63                    

21                    

983               

参考書籍の購入

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

相談担当職員の知識習得による相談対応向上のための参考書籍と啓発資材としてビデオテープ２本あり

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

相談者宅訪問等のための住宅地図１冊、2011版くらしの豆知識１０冊購入

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

長野市での研修参加旅費（３回参加中２回分）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

担当職員が県開催の研修に参加

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

県のリーフレットを定期的に自治会回覧

全戸配布物（ストップ消費者被害リーフレット5,700部、早わざクーリングオフはがき、契約チェックリスト各5,500部）
高齢者用パンフレット（高齢者安心ハンドブック1,500部）、小中学生用啓発パンフ1,400部、成人者用啓発パンフ（成人式配布用150部）
消費者啓発パネル（各地区公民館等掲示用14枚）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

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）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

実施形態

うち基金（交付金相当分）対象経費

研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数

なし

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,327          千円

1,330            

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

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）
（既存）

（強化）

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

1,075            

弁護士等の専門家を活用した消費生活相談会の開催（担当職員同席）３回開催中２回分

千円

人

千円

前年度差

千円

人日

980             

対象人員数

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

平成21年度の消費者行政予算

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

3                

千円 千円92               95               

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

（既存）

（強化）

年間研修総日数

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

人

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

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数

人人平成21年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員総数-      

うち定数内の相談員 平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

-      

平成21年度末

①報酬の向上

平成21年度末

相談員総数

人

人

人

消費生活相談員の配置

平成21年度末 平成22年度末予定

相談員数

処遇改善の取組

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 中川村

0

事業経費事業の概要

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

- 377                   

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

38                 

自治体コード 203866

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

相談担当職員国民生活センター研修の参加支援（1名）

377               

旅費

0

38                    

339               啓発用リーフレット作成、消費者情報を広報に掲載（広報強化分）339                   消費者被害防止のための啓発活動・情報提供・周知

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

事業名

（既存）

送付されたリーフレットなどを自治会回覧、要請があった場合のみ消費者情報の広報掲載

悪質商法防止用啓発リーフレットを全戸配布(1,900部)、成人者対象悪質商法防止啓発リーフレット及び啓発グッズ（クーリング・オフ封
書ｾｯﾄ、啓発用メモ帳）を成人式で配布（71人分）、消費者被害情報を広報に掲載（年4回1回あたり1ページ）啓発用パネル３種類（消費
生活センター案内・悪質商法・多重債務）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（既存）

（強化）

国民生活センターが開催する教育研修事業への参加

（既存）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存） 担当職員が県開催の研修に参加（県内出張のため、旅費なし）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

7                

追加的総業務量（総時間）

平成22年度の消費者行政予算

対象人員数

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

（既存）

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）

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

人日

人時間／年

423             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円464               

377             千円

前年度差

人

人日

千円87               千円35               

追加的総費用

千円平成21年度の消費者行政予算 430               

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

人

人

人

2      

2      

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

人

2      

人

人2      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

相談員数うち定数内の相談員

平成21年度末

平成21年度末

平成21年度末

相談員数

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

消費者被害未然防止のための啓発 955                   

440                   

956               

住民教育・啓発用機器の購入設置

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費 対象経費事業の概要

啓発用パンフレット・パネル・カレンダー作成、及び専用Ｗｅｂページ当初作成費

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

相談窓口の機能強化を図るための機材設置

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 長野県 市町村名 宮田村

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

203882 年度

440               

平成

1,396            

22自治体コード

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,395                -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑦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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

消費者教育・啓発を強化するため、テレビ及びＤＶＤプレイヤー等の啓発用機器なし。

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化） 窓口での消費者教育・啓発を強化するため、テレビ1台、ＤＶＤプレイヤー1台、チューナー1台の啓発用機器を購入設置
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）
教育・啓発強化のため、高齢者あんしんハンドブック500部、ネット社会の危ないところがわかる本1,200部、消費者契約チェックリスト
3,300部、啓発パネル5個、啓発カレンダー100部を作成配布、また啓発専用ホームページを開設

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者問題の啓発については、県発行のリーフレット等の配布と提供情報の村ホームページ掲載による広報のみで消費者啓発専用
ホームページは無かった

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 308               千円

追加的総費用

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

（強化）

15               千円17               

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                

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

平成22年度の消費者行政予算

人日

人

人日

千円前年度差

1,412            

追加的総業務量（総時間）

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

1,395          

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 306             千円

実地研修受入人数

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数

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）
（既存）

（強化）



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末

平成22年度末予定

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

相談員数平成21年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

相談員数人

人平成21年度末 相談員総数 -      -      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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

消費者被害防止用教育及び啓発

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

21                 消費者被害防止用教育・啓発パンフレット作成・購入費21                    

21                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 高森町 自治体コード 204030

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

21                    -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

町広報誌による被害防止の啓発

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

消費者被害防止のためのパンフレットを民生児童委員を通じて高齢者世帯へ配布し、消費被害の防止を図る。

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

66                 

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -                千円45               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

21               

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

66                 

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 45               

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 21               千円

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

1      

1      

平成22年度末予定人

人

人1      平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      相談員総数相談員総数 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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

年度平成 22自治体コード 204102

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業経費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

都道府県名 長野県 市町村名

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業の概要

②消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

根羽村

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

126               

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

消費者被害防止のための啓発

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

近隣町村の被害状況と傾向、防止対策を含めたパンフレットの作成126                   

合計

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-- 126               126                   



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑭商品テスト強化事業
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業名

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

独自に作成したリーフレットに近隣町村の被害状況や防止策等掲載し、全戸配布する。（特に悪徳商法に対する意識向上を図る）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

県から配布される消費生活情報誌の全戸配布
⑬消費者教育・啓発活性化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人時間／年

実施形態

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）
（既存）

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

対象人員数

平成22年度の消費者行政予算

参加者数

千円前年度差 -                

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

人

千円

千円

研修参加・受入要望

-                  

実地研修受入人数

自治体参加型

年間研修総日数

126             

千円

千円

-                

-                

-                  

126               

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

（既存）

人日

（強化）

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

年間実地研修受入総日数 人日

平成21年度の消費者行政予算

追加的総費用追加的総業務量（総時間）



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

相談員総数

平成21年度末

平成21年度末

人相談員総数

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

平成21年度末消費生活相談員の配置

人

人

人

-      人

うち定数内の相談員

相談員数 平成22年度末予定

相談員数

人

①報酬の向上

平成21年度末 相談員数

平成22年度末予定

人

相談員数

人 平成22年度末予定 相談員数

相談員数

-      平成22年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

事業経費

平成 22204137都道府県名

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

長野県 市町村名 天龍村 自治体コード

事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

147                   -148               合計

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

悪質商法への啓発リーフレット作成（1000部）及びパンフレット作成費148               消費者被害防止のための啓発 147                   

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

実際に身近で発生した被害や手口の実例等を掲載したリーフレットを作成し、全戸に配布。また広報誌以外の啓発事業として定期的に啓発パンフレットを作成し全戸配布することで被害防止に努める

（既存）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

村発行の広報に啓発記事を掲載することで消費者の被害防止に努める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円

対象人員数

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）

7                

うち基金（交付金相当分）対象経費 37               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

147             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

（強化）

自治体参加型

参加者数

（既存）

（強化）

千円155               平成22年度の消費者行政予算

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 38                 

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円8                千円前年度差

千円

人

人日

人

人日

追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

（既存）

実地研修受入人数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人-      相談員総数人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 -      

相談員数

相談員総数

平成22年度末予定人うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

36                    合計

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

-

⑬消費者教育・啓発活性化事業

事業名

36                    

都道府県名 長野県 市町村名 泰阜村

「悪質商法被害防止ステッカー」を印刷し全戸配布する

自治体コード 204145

36                 ステッカー印刷750枚、35000円、消費税1750円

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

- 36                 

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

年度平成 22



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（既存） 県が作成する消費生活情報誌の各班回覧、訪問販売等注意を促す無線による広報活動

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

「悪質商法被害防止ステッカー」を印刷し全戸配布する

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑫食品表示・安全機能強化事業

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）
⑭商品テスト強化事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人参加者数

人日

人

対象人員数

千円

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

平成21年度の消費者行政予算

前年度差 4                4                千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成22年度の消費者行政予算

（強化）

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

-                  

40                 

千円-                

36               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

年間研修総日数

千円

人日

千円

（既存）

（強化）

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

人時間／年

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

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）
（既存）



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

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

③就労環境の向上

具体的内容

②研修参加支援

④その他

処遇改善の取組

人 平成22年度末予定-      うち委託等の相談員 相談員数平成21年度末

うち定数内の相談員 1      

うち定数外の相談員 相談員数

相談員数

-      人

人

平成21年度末

①報酬の向上

1      相談員総数

-      

1      

1      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

平成21年度末消費生活相談員の配置

平成21年度末

人人



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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

消費者被害防止のための啓発

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

173               悪質商法への注意発起パンフレットの作成173                   

173               

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 喬木村 自治体コード 204153

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

173                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

県発行の消費生活情報の全戸配布や全戸への音声告知端末による情報の提供及び啓発

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

悪質商法に対する消費者の警戒意識を喚起するための「悪質商法被害防止パンフレット」を全戸に配布

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

220               

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -28             千円99               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

173             

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

272               

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 127             

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 93               千円

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

1      

1      

平成22年度末予定人

人

人1      平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      相談員総数相談員総数 人



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

合計 516                   -

事業の概要

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

年度

113               

事業経費

22

基金（交付金相当
分）対象経費

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

相談窓口の充実

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

平成都道府県名 長野県 市町村名 上松町 自治体コード 204226

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

113                   

対象経費

パンフレットスタンド、ラミネーター

516               -

消費者被害防止啓発資料作成。403                   403               消費者の自立支援、消費者被害の未然・拡大防止

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名

⑦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）

（既存）

広報誌を活用した啓発

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

パンフレットスタンド、ラミネーターなし。

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化） 資料・相談窓口充実のため、パンフレットスタンド、ラミネーターを購入。

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）
「消費者ホットライン」シールの全戸配布。（2,200枚）　・　「高齢者あんしんハンドブック」教材の配布（高齢者対象：1,500部）　・　「お父さん・お母さんのための子ども安全
安心ブック」教材の配布（小中学生の父母対象：400部）　・　「みんなで目指そう　カシコイ消費者」教材の配布（小中学生対象：400部）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

人時間／年

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

94               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

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

516             

580               

千円

638               平成21年度の消費者行政予算

人

千円

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）対象外経費 千円64               千円前年度差 -30             

年間研修総日数

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象経費 544             

人

人日

人日

追加的総費用追加的総業務量（総時間）

参加者数

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

実施形態

対象人員数

自治体参加型

（強化）

（既存）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人2      相談員総数

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

相談員総数 人消費生活相談員の配置 平成21年度末

相談員数うち定数内の相談員 人1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数 -      

-      

平成21年度末

平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

2      

1      

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

啓発ステッカーの作成

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

101               啓発ステッカー作成（全戸配布）101                   

101               

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 南木曽町 自治体コード 204234

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

101                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

町広報紙に注意啓発について掲載。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

相談窓口の電話番号等が入った啓発ステッカーを作成（全戸配布）

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

990               

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -2               千円88               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

101             

-                  

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

189               

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90               

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 900             千円

-                  

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

4      

4      

平成22年度末予定人

人

人4      

-      

-      

平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

4      相談員総数相談員総数 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）

市町村名 木祖村 自治体コード 204251 平成 22 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 長野県

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 悪質商法についての啓発冊子を作成し、全戸配布する。 156               155                   啓発冊子作成代　134円×1.05×1105戸

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 156               155                   -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存） 県が作成する消費生活情報誌を隣組回覧文書として各自治会に配布している。

（強化） 悪質商法への注意を促す冊子を作成し、村の全戸に配布する事により、被害を未然に防ぐ。

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 60                 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）対象経費 60               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円

平成22年度の消費者行政予算 156               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 155             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                千円 前年度差 1                千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

204293

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業の概要

年度

5                  職員のレベルアップ

事業経費

自治体コード

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）

消費者被害未然防止啓発資材作成

平成 22

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

都道府県名 市町村名 王滝村

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

事業名

合計

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-- 160               

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

悪質商法撃退ステッカー(80千円)　・啓発パンフ(75千円)155               

5                      参考図書購入(５千円)

160                   

155                   

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

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
（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

悪徳商法・オレオレ詐欺等の手口や対処法を紹介することによる未然防止と悪質商法撃退ステッカー配布による啓発活動

（既存）

（強化）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

事業名

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

（強化）

（強化）

参考書籍なし

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 担当職員のレベルアップを図るために参考書籍を購入

（既存）

（既存）

（強化）

（既存） 情報無線での情報提供及び啓発

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

実施形態 研修参加・受入要望

人日年間研修総日数

-                  

160             

（既存）

17                 

追加的総業務量（総時間）

人時間／年

（強化）

平成21年度の消費者行政予算

対象人員数

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

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）

180               

千円-                  

前年度差20               

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

自治体参加型

参加者数

法人募集型

3                

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

17               

うち基金（交付金相当分）対象経費

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人

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

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

（強化）

（既存）

追加的総費用

千円-                

人日

千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成21年度末

消費生活相談員の配置 人人 相談員総数 -      相談員総数 -      

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

平成21年度末

処遇改善の取組

平成21年度末

うち定数内の相談員

人

人

平成22年度末予定

平成22年度末予定人平成21年度末

平成22年度末予定

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

④その他

①報酬の向上

平成22年度末予定

②研修参加支援

具体的内容

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

悪徳商法被害防止啓発パンフ全戸配布分１,５５０部他

66                    

66                 66                    消費者被害防止のための啓発

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

- 66                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 大桑村 204307

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

-

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

年度

事業経費事業の概要

自治体コード

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（既存）

毎年多種多様化する悪徳商法の新たな手口等からの被害防止のため、消費者啓発パンフレットを新たに作成し全戸配布する。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

（既存）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

県から配布されるパンフレット等を村内への回覧及び各種サロン等の会合での配布により啓発を実施

（強化）

（既存）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

⑦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）

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象経費 142             

年間研修総日数

追加的総費用

千円前年度差 -92             

（強化）

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

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）

105             千円

平成22年度の消費者行政予算

人

追加的総業務量（総時間）

197             

66               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

人日

人

千円

339               

千円

千円

平成21年度の消費者行政予算

参加者数

人時間／年

171               

人日

自治体参加型

千円

（強化）

（既存）

研修参加・受入要望実施形態

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数

年間実地研修受入総日数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

処遇改善の取組

平成22年度末予定

平成21年度末

①報酬の向上

-      消費生活相談員の配置

平成22年度末予定

相談員数うち定数内の相談員

相談員総数平成21年度末

人

人

-      

相談員数

人

人

人

人

相談員数

相談員数

人

人 平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員総数

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

平成21年度末うち定数外の相談員

平成21年度末



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）

市町村名 木曽町 自治体コード 204323 平成 22 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 長野県

①消費生活センター機能強化事業（新設）

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者・高齢者の被害防止のための啓発 71                 71                    消費者被害・高齢者啓発用パンフ購入

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 - 71                 71                    -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

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）
（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業
（既存）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 町広報紙等での被害啓発記事の掲載。

（強化）
「わが家の悪質商法撃退マニュアル」150部配布　　（消費者団体100部、窓口用50部）
「みんなで防ごう悪質商法」200部配布　　（消費者団体100部、高齢者用50部、窓口用50部）
「『いろは』で防ごう身近な悪質商法」130部配布配布　　（高齢者用100部、窓口用30部）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

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）
（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

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

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 400               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）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 400             千円

平成22年度の消費者行政予算 441               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 71               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 370             千円 前年度差 -30             千円



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数 -      人 平成22年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 平成21年度末 相談員数 人 平成22年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

若者及び高齢者のトラブル防止対策用啓発パンフレット
作成

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

33                 広報資料33                    

33                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 麻績村 自治体コード 204463

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

33                    -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

啓発用のパンフレットの作成なし。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

若者に流行しているＩＴトラブルや高齢者に対する被害を未然に防止するため、啓発用のパンフレット（1,200部）を作成し、村民に広く広
報していく。

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

67                 

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 2                千円25               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

33               

-                  

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

58                 

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 23               

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 44               千円

-                  

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

1      

1      

平成22年度末予定人

人

人1      平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      相談員総数相談員総数 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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

消費者被害防止のための啓発

2                      

374                   

24                    

375               

パンフレットスタンド購入

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費 対象経費事業の概要

研修会参加旅費

啓発用リーフレットの作成配布

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

3                  

パンフレットスタンドの設置

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 長野県 市町村名 山形村

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

204501 年度

25                 

平成

消費者行政担当職員の研修会参加支援

403               

22自治体コード

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

400                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑦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）

（既存）

（既存）

消費者行政担当者のレベルアップを図るための研修会参加支援（県主催研修会　２回・人）

（既存）

（強化）

なし

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

参考書籍とパンフレットスタンドなし。

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化） 相談対応向上により窓口の機能強化を図るため、参考書籍とパンフレットスタンドを購入
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化） 消費者啓発用パンフレット「備えよう消費者トラブル」2,700部作成、全戸配布及び窓口配備

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

広報やCATVを活用した情報提供

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 163               千円

追加的総費用

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

（強化）

-2               千円35               

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 37               

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

平成22年度の消費者行政予算

人日

人

人日

千円前年度差

435               

追加的総業務量（総時間）

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

400             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 126             千円

実地研修受入人数

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数

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）
（既存）

（強化）



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末

平成22年度末予定

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

相談員数平成21年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

相談員数人

人平成21年度末 相談員総数 -      -      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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

高齢者向け啓発パンフレット全戸配布

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

64                 啓発パンフレット作成費64                    

参考書籍購入費6                      

70                 

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 朝日村 自治体コード 204510

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

6                  相談窓口用書籍購入

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

70                    合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

担当職員のレベルアップを図るために最新の参考書籍を購入

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

啓発パンフレットの作成・配布なし。

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 参考書籍なし。

（既存）

（既存）

（強化）

若者向けネット犯罪防止パンフレット７０部・高齢者用悪質商法関係パンフレット160部
全戸配布用クーリンオフはがき1300部・回覧用多重債務相談パンフレット２５０部

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

56                 

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -1               千円-                うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

70               

-                  

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

73                 

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 55               千円

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定-      

平成22年度末予定人

人

人平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数 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）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

消費者被害防止のための啓発 156                   156               

基金（交付金相当
分）対象経費

事業経費 対象経費事業の概要

広報資料

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

都道府県名 長野県 市町村名 筑北村

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

-

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

204528 年度平成

156               

22自治体コード

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

156                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑦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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）
⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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

②消費生活センター機能強化事業（増設）
（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）
高齢者にわかりやすい表現を用いた消費トラブル防止等の全県統一によるパンフレットを全戸配布。２，１００部
消費者被害情報を掲載したパンフレットを全戸配布。２，１００部

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者啓発・消費者情報提供のためのチラシの全戸配布

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 370               千円

追加的総費用

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

（強化）

-9               千円48               

自治体参加型

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

千円

千円うち基金（交付金相当分）対象外経費 57               

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

平成22年度の消費者行政予算

人日

人

人日

千円前年度差

204               

追加的総業務量（総時間）

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

156             

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 313             千円

実地研修受入人数

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

対象人員数

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）
（既存）

（強化）



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末

平成22年度末予定

処遇改善の取組

①報酬の向上

人

人

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

相談員数平成21年度末

人

人

人

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員

相談員数人

人平成21年度末 相談員総数 -      -      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）

815                   合計

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

年度22自治体コード 204811

1,020            -

平成

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

都道府県名 長野県 市町村名 池田町

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費
事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

多重債務相談のための窓口設置と対応。

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

事業経費事業の概要

573

消耗品費　消費者啓発パンフレット＠129×3,300部×1.05446消費者啓発パンフレットを全戸配布し、被害への注意を促す。 447

相談員賃金56日分369

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

なし

（既存）

（強化）

（既存）

なし

（強化）

多重債務相談の窓口を設置し、問題を抱え込まないよう呼びかけ、相談者の問題解決に向け、支援を行う。

（強化）

（既存）

（強化）

様々な消費トラブルがあることを周知し、被害に対して、速やかに、開設した役場窓口に相談できるよう、パンフレットを全戸に配布する。

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

（強化）

1      

対象人員数

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）
（既存）

前年度差

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

人日

人

人日

-                  

平成22年度の消費者行政予算

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

815             

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

実地研修受入人数

人

うち基金（交付金相当分）対象外経費 571             

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

千円

1,290            

434             

自治体参加型

年間実地研修受入総日数

千円475             -96             

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

（既存）

（強化）

追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

参加者数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

法人募集型

千円

369                

　

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 571               



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

1      相談員総数

人

人平成21年度末 相談員総数 -      消費生活相談員の配置 人

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

1      

人

人

人

相談員数

相談員数

うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

相談員数平成21年度末

平成21年度末

平成22年度末予定人

人

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

-

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 松川村

10                 

事業経費事業の概要

執務参考資料の購入

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

- 160                   

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

自治体コード 204820

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

160               

執務参考資料の購入10                    

150               消費者被害未然防止のためのパンフレット、広報資料等作成150                   消費者啓発用パンフレット、チラシの作成

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

（強化）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

参考書籍なし。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

事業名

（既存）

防災無線での啓発、注意喚起。パンフレット配布なし。

消費者被害啓発パンフレット、悪質商法被害防止啓発（高齢者向け）パンフレット、契約チェックリストなどを全戸（各3,000部）に配布

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
相談担当職員に対し、法令改正対応など新たな知識を得て相談対応力を向上させるため、参考書籍（年度版図書、契約関係図書）を
購入

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

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消費生活センター機能強化事業（拡充）

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）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

46               

追加的総業務量（総時間）

平成22年度の消費者行政予算

対象人員数

実地研修受入人数

うち基金（交付金相当分）対象外経費

（既存）

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）

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人

人日

人時間／年

157             

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（強化）

（既存）

（強化）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円205               

160             

-                  

千円

前年度差

人

人日

千円45               千円-1               

追加的総費用

千円平成21年度の消費者行政予算 203               

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-

-

人

人

人

人

1      

1      

相談員数

相談員数

相談員数

相談員総数人消費生活相談員の配置 平成21年度末 相談員総数

人

-

1      

人

人1      

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員 相談員数

相談員数うち定数内の相談員

平成21年度末

平成21年度末

平成21年度末

相談員数

処遇改善の取組

①報酬の向上

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定-

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業

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）

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

150               啓発ステッカー・高齢者向けパンフレットによる啓発実施 150                   啓発パンフレット作成費

-                  -                      

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

-

事業名

⑨消費生活相談窓口高度化事業

150                   

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

22都道府県名 長野県 市町村名 白馬村 自治体コード 204854 平成 年度

事業経費

-150               

事業の概要

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

（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）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）
⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

村広報誌・村ホームページへの啓発記事の掲載、早急な啓発が必要な場合は広報無線の放送による啓発を実施。

（強化）

（強化）

（強化）
④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（既存）

（強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）
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

（既存）

悪徳商法対策用ステッカー3,000部・啓発ちらし全戸配布×６回を利用しての啓発強化

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

法人募集型

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

千円

人

-      人日

千円300             前年度差 -                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

平成21年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

（既存）

千円

300               

千円-                  

実施形態

千円150             

-                  

自治体参加型

参加者数

（強化）

研修参加・受入要望

平成22年度の消費者行政予算

300             

年間研修総日数

（既存）

追加的総費用

-      

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）
（強化）

-      人日

人

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

千円

-                

人時間／年

千円

千円450               



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

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成21年度末 平成22年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

-      相談員総数

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度末予定

④その他

①報酬の向上

人-      

-      

人

人

-      

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末

うち定数外の相談員

-      

-      

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      

-      

相談員数

相談員総数

相談員数うち定数内の相談員

うち委託等の相談員

相談員数

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）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑭商品テスト強化事業

消費者被害を防止するため冊子を全戸配布する

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

-

622               冊子作成・印刷代620                   

622               

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22都道府県名 長野県 市町村名 小布施町 自治体コード 205419

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

事業経費事業の概要

年度

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

⑬消費者教育・啓発活性化事業

620                   -合計



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

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消費生活相談スタートアップ事業（新設）

（強化）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑦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）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（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

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

県が作成するくらしの丸特情報の全戸回覧、町報おぶせでの消費者月間の掲載

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

（強化）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

消費者被害を防止するため、典型的手口や対応方法を冊子にまとめ全戸配布する。

（強化）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人日

平成21年度の消費者行政予算 千円

人時間／年

143               

人日

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

（強化）
⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

自治体参加型

追加的総費用

人

千円前年度差 -45             千円98               うち基金（交付金相当分）対象外経費

実施形態

620             

平成22年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

718               

年間研修総日数

年間実地研修受入総日数

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）

研修参加・受入要望

法人募集型

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 143             

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

参加者数

（既存）

（強化）

（既存）

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

千円

対象人員数



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
具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定-      

平成22年度末予定人

人

人平成21年度末

うち定数外の相談員

消費生活相談員の配置 平成21年度末

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち委託等の相談員

相談員数うち定数内の相談員

相談員数

平成21年度末 相談員数

平成21年度末

人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

-      相談員総数相談員総数 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）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

年度

事業経費

平成 22205435都道府県名

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

-

長野県 市町村名 高山村 自治体コード

事業の概要事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

23                    -23                 合計

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

消費者被害未然防止のためのパンフレットの作成23                 消費者被害防止のための啓発 23                    

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（強化）

（既存）

（強化）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（強化）

消費者の商品購入等の契約に関する知識の向上を目的としたパンフレット（2,500部）や若者のITトラブル未然防止を目的としたパンフ
レット（小学生高学年及び中学生全員　750部）等を配布

（既存）

（強化）
⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

⑭商品テスト強化事業

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

取組みなし。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（強化）
②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象外経費 31               千円

対象人員数

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）

5                

うち基金（交付金相当分）対象経費 97               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

23               

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

（強化）

自治体参加型

参加者数

（既存）

（強化）

千円59                 平成22年度の消費者行政予算

人時間／年

平成21年度の消費者行政予算 128               

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                  

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円36               千円前年度差

千円

人

人日

人

人日

追加的総費用

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

年間研修総日数

実施形態 研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

（既存）

実地研修受入人数



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人-      相談員総数人

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

人

人

平成21年度末

平成21年度末

消費生活相談員の配置 平成21年度末 -      

相談員数

相談員総数

平成22年度末予定人うち委託等の相談員

うち定数内の相談員

処遇改善の取組

①報酬の向上

うち定数外の相談員 相談員数

平成21年度末 相談員数

平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

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）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

205613

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

事業経費

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 22自治体コード

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

年度

4                  

事業の概要

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

都道府県名 長野県 市町村名 山ノ内町

悪質商法への注意喚起ステッカー及びリーフレット作成

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

参考書籍の相談窓口配置

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

啓発資料作成費

281                   -

277               

執務参考資料購入費4                      

277                   

- 281               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑭商品テスト強化事業
（強化）

県が作成する消費生活情報誌の全戸回覧や町広報誌への啓発記事の掲載

（既存）

悪質商法への注意喚起ステッカー及びリーフレットを全戸配布（各5,000部）し啓発に努める。悪質商法被害防止協力員の研修資料を
購入配布。

（強化）

参考図書なし。

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

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（既存）

（強化）
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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化） 担当職員のレベルアップを図るために最新の参考図書を購入

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（新設）
（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（既存）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）
⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

平成21年度の消費者行政予算 468               

千円

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

実施形態

うち基金（交付金相当分）対象外経費

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

千円491             

対象人員数

うち基金（交付金相当分）対象経費

23               

-                  

平成22年度の消費者行政予算

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

人

研修参加・受入要望

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）
（既存）

（強化）

うち基金（交付金相当分）対象外経費

法人募集型

追加的総業務量（総時間）

千円

人時間／年

人実地研修受入人数

（既存）

人日

年間実地研修受入総日数

年間研修総日数

人日

千円

781               

281             

468             

千円前年度差

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

追加的総費用

自治体参加型

（強化）

参加者数

-                



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

-      相談員総数人

人

人

人

人

うち定数内の相談員 平成22年度末予定

人

-      

相談員数

相談員数

相談員数

相談員数

消費生活相談員の配置 平成21年度末

人

人

平成21年度末

相談員総数

平成21年度末

平成21年度末

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数 平成22年度末予定

平成22年度末予定

平成22年度末予定

相談員数

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

27                 高齢者用啓発パンフ及び若者向けＩＴトラブル防止パンフの配布⑬消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

都道府県名 長野県 市町村名 小川村 22自治体コード

事業名

①消費生活センター機能強化事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

205885

対象経費
基金（交付金相当

分）対象経費

年度平成

26                    

事業経費事業の概要

消費者被害防止のための啓発

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）

-

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

合計 -26                    27                 



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（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

（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

（既存）

（既存）

（強化）

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）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（強化）

（強化） 高齢者用啓発パンフレットの全戸配布並びに若者向けＩＴトラブル防止パンフレットの小・中学校への配布。

（強化）

取組みなし。

（既存）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

①消費生活センター機能強化事業（新設）

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）
⑭商品テスト強化事業

（既存）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 千円

５．消費者行政予算について

人

人

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

研修参加・受入要望

法人募集型

年間実地研修受入総日数

人時間／年

実地研修受入人数

人日

（既存）

千円

前年度差 -31             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

千円

参加者数

（強化）

（既存）

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）

実施形態

千円

千円

追加的総業務量（総時間）

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

27                 

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 79               

人日

32               

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成22年度の消費者行政予算

26               

1                

対象人員数 追加的総費用

千円111               平成21年度の消費者行政予算

自治体参加型

年間研修総日数

（強化）



６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

人

人

人

平成22年度末予定

平成22年度末予定

④その他

平成21年度末

うち定数内の相談員 平成21年度末

人消費生活相談員の配置

処遇改善の取組

①報酬の向上

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

うち委託等の相談員

うち定数外の相談員

相談員数

相談員数 平成22年度末予定

平成21年度末

-      相談員総数

相談員数 平成22年度末予定 相談員数

人

人

人

人

相談員数

相談員数

-      相談員総数平成21年度末


