
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 - 5,222            5,222                -

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 消費者意識の高揚、消費者被害の未然防止ための啓発 2,809            2,809                啓発資料作成・購入、啓発用機材購入、地域活動サポーター育成等

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） 消費生活相談の法的解釈を高める研修会開催 141               141                  相談業務の法的な解釈力向上のための弁護士による研修会開催

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） 消費生活相談員、行政担当職員の研修参加支援 445               445                  国民生活センター等が開催する研修会参加旅費、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） 消費生活センターの利用周知のための広報、広告 1,827            1,827                放送媒体、バス車体広告による消費生活センターの周知等

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

都道府県名 長野県 市町村名 長野市

①消費生活センター機能強化事業（新設）

自治体コード 202011 平成 23 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



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）

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） 啓発：市広報紙へのトラブル事例の掲載、関係機関発行の資料配布　　教育：一般的なリーフレット等を用いた出前講座の開催

（強化）

啓発：中学生に限定した啓発冊子の作成（中学生徒・民生児童委員 配布）、公共施設・地域集会・学校等で掲出する啓発パネルの作
成（12種類）、視覚障害者向けデジタル図書再生機の整備による啓発活動の充実
教育：地域における消費者啓発の担い手（サポーター）の養成にかかる講座の開催（8講座程度）、及び活動の支援（ボランティア保
険）

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） 消費生活相談員、消費者行政担当職員　２名参加

（強化）
消費生活相談員、消費者行政担当職員　７名参加（既存の予算で研修会に参加した上で、国民生活センター等が開催する相談業務
等のレベルアップ研修に参加する延べ職員数）

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） 開催なし、資料等を参考に自主的に学習

（強化） 消費生活相談員の相談業務上の法的解釈力向上のための弁護士による研修会の開催（6回）

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） 市広報での消費生活センターの利用周知

（強化） ラジオCM（100本）、バス車体広告（4台）による消費生活センターの周知

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 専門的知識の習得によるレベルアップを図るため、研修の参加機会を増やす。

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上 ○ 問題の早期解決のため、積極的なあっせんを実施するため、報酬を引き上げる。

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 3      人 平成23年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 -3,296        千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 3      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 14,866        千円 20年度差 -280           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 20,088        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,222          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 18,162        千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,849          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 22,011        千円

平成20年度の消費者行政予算 15,146        



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） 弁護士等による消費生活相談会の開催

年度

200国民生活センター及び県内での研修参加支援

202029

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

自治体コード

920               

消費者被害未然防止のための啓発

270

事業の概要

50

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 松本市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

120

謝礼270

450 啓発用ＤＶＤ等

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）

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）

研修旅費・負担金

440                  



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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

各種啓発用事業仕様のＤＶＤ購入及び展示用消費者被害防止啓発用図書の購入

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

広報啓発特集記事印刷２回分

（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）

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

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）

（既存）

（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）

（強化）

国民生活センター教育研修１回、県研修１回

（強化）

（既存）

（強化） 国民生活センター教育研修２回、県研修２回

（既存）

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 人時間／年

人

人 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）

年間研修総日数

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存） なし

参加者数

研修参加・受入要望

人日

実施形態

自治体参加型

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

（強化）

（強化）

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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無料相談会を４時間×６回(相談員同席)

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22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

相談員数

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,970          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 1      相談員総数

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

4,450            

440             

千円

3,950          

平成22年度末

6,920            

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

110             

1      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

○

人

1      

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人 平成23年度末予定

国民生活センター等の研修参加の為の旅費を支給

千円

人

4,010          

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 3,900            

60              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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円



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）

3,704

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）

4,347                

240

研修旅費、受講料

無料弁護士相談 6カ所、講師謝礼無料弁護士相談

403

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 上田市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

3,704
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

事業の概要

自治体コード

4,347            

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

消費者被害防止のための啓発

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

403相談担当職員及び相談員の国民生活センターへの参加支援

202037

事業経費

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） 240



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（強化） 国民生活センターが開催する各種研修会への参加旅費、受講料の支援(8人×1回）

（強化）

担当職員及び相談員が県開催の研修に参加。（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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。消費者啓発用の回覧板なし。

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者被害防止のため、消費者の警戒意識を喚起するための「消費者被害防止用チラシ等」一般用62,000部、高齢者用5,000部、若
者用5,000部作成し配布する。消費生活展や出前講座等で、消費者被害防止のための啓発物品を5,000個作成し配布する。

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
地域自治センターをはじめ６会場で相談担当職員が同席し、弁護士による無料法律相談を開催する。

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

弁護士無料法律相談24回（本庁）（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-2,202        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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 3,444            千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

5,720          

国民生活センター研修への支援

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

2,276          

4      

○

人

相談員数

1      

千円

千円

千円

15,867           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 7,922          

平成23年度末予定

平成23年度末予定

10,067           

4,347          

3      

4      相談員総数

1      

3      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 7,945          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

年度

647               

305               

事務用機器の設置　参考書籍等の配備

消費生活相談員、相談担当行政職員等の国民センター
等研修への参加支援を行う

202045

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

自治体コード

9,081            

消費者被害防止のための教育と啓発周知活動を図る

事業の概要

5,690                

2,439            

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 岡谷市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

消費生活相談員を採用。要請ため研修会への参加支援
を行う

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

305                   

報酬・共済費、旅費、研修会参加費等

5,690            
各年代層に応じたパンフレット等印刷製本費、各戸回覧用啓発
回覧板製作費、消費者団体等学習会開催に伴う講師謝礼等

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）

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）

2,439                

647                   事務用機器の設置　参考書籍等の配備

旅費、研修会参加費等

9,081                



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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

消費者被害防止啓発回覧板（隣組回覧板用）作成費6,000部作成。高齢者出前講座配布用パンフレット3,000部作成。若者向け（中学
生・高校生）消費者トラブル防止啓発パンフレット5,000部作成。消費者被害未然防止啓発パンフレット（各戸配布用）20,000部作成。消
費者教育地域学習会等、悪徳消費被害防止啓発資料パンフレット5,000部を作成し、より一層の周知徹底を図る

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

「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）

（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）

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

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） 新たに採用する嘱託職員を消費生活相談員に養成するための研修会等への参加支援を行う

（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

（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）

消費生活相談を担当する行政職員が、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）
新たに嘱託職員を採用し、消費生活相談員を養成する。相談員が相談しやすい環境とするため相談室の整備（主に消費生活相談員採
用により必要となる事務机・椅子等購入）及び相談担当職員の知識取得による相談対応向上のための参考書籍や事務用機器２台

（強化）

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）

（既存）

（強化）
消費生活相談員（既存）を研修に参加するための支援。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の
みでなく、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の旅費と参加負担金等（既存分を除く）

（既存）

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 人時間／年

人

人 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）

年間研修総日数

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

1      参加者数

研修参加・受入要望

人日230   

実施形態

自治体参加型

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

（強化）

（強化）

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22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

相談員数

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,230          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 2      相談員総数

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

9,431            

9,081          

千円

477             

平成22年度末

1,707            

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

-389           

1      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

○

人

1      

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人 平成23年度末予定

平成２３年度４月、消費生活相談を専門に行う相談員を新たに１名採用し、養成を
行う

県・国民生活センターによる研修への旅費・参加費を負担

千円

人

350             

千円

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 739               

-127           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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

20年度差 前年度差千円



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）

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） 相談室拡張及び遮音工事、改正法等参考図書購入 2,791             2,791                

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談室工事費用2,594千円、啓発活動用プロジェクタ181千円
制度説明図書等購入費用16千円

都道府県名 長野県 市町村名 飯田市 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 202053 平成 23

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）

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） 研修参加旅費 40                 40                     研修参加旅費40千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

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）

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑯一元的相談窓口緊急整備事業 消費生活専門相談員配置 2,338             2,159                相談員賃金等

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 - 5,169             4,990                -

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）



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）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 行政職員が国民生活センター主催行政職員担当者研修へ1回参加

（強化） 23年配置の相談員最新情報や知識の習得のための研修参加旅費及び行政職員が国民生活センター主催研修に１～２回参加旅費(1回分除く)
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）

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）

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存） 事務室となりを相談室として利用。啓発業務用図書及びプロジェクタなし

（強化） 現消費生活相談室の拡幅及び遮音により機能強化。相談業務、各種啓発業務等図書購入。各種啓発用プロジェクタ購入

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）
（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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑫食品表示・安全機能強化事業
（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）

⑭商品テスト強化事業
（既存）

（強化）

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存） 行政職員が研修に参加し相談業務に対応。PIO-NETは検索のみ行っていた

（強化） 消費生活専門相談員１名を配置し啓発、相談、あっせんを行う。PIOーNETへの迅速入力

⑮地方苦情処理委員会活性化事業
（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）

年間研修総日数 人日

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

追加的総業務量（総時間）

1       1,906              

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

対象人員数計 追加的総費用

1       2,159              



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催の近県での研修参加2～3回

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数

人

20年度差 -122            千円

千円

千円

平成20年度の消費者行政予算 433               千円

平成22年度の消費者行政予算 1,456             

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 1,050           

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

平成23年度の消費者行政予算 5,301             千円

406             

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 311             千円

2,159             

4,990           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

前年度差 -95             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

相談員数 人 平成23年度末予定

1      人

相談員数

1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他 ○ 平成23年度消費生活専門相談員1名配置

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）

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）

年度

127               

85                

参考書籍購入

相談担当職員の研修への参加

202061

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

自治体コード

2,928            

消費者被害防止のための啓発

事業の概要

2,716                

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 諏訪市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

85                    

2,716            

テレビ・ラジオによる情報提供、チラシ作成及び世帯配布手数
料、若者・高齢者向けチラシ・グッズの作成、回覧板の作成、悪
質商法被害防止ステッカー・チラシの作成、交通機関を活用し
た消費者被害防止ポスターの作成

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）

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）

127                  執務参考図書購入、交通機関を活用した相談窓口の周知

旅費、研修費

2,928                



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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

地域のＴＶ及びラジオ放送によるタイムリーな消費者情報の提供（ＴＶ・・・年間５２回、ラジオ・・・年間１３０回）、チラシ（悪質商法、安全
な生活、多重債務等）作成（２２，０００部×４回）及び全戸配布手数料（４回）、成人式対象者に向けた消費者被害防止チラシ・グッズ
購入・配布（５００部）、高齢者（老人クラブ連合会会員）向け消費者被害防止チラシ購入・配布（２，３００部）、消費者被害防止の回覧
板購入・配布（市内各地区用、１，５００部）、悪質商法被害防止ステッカー・チラシの作成及び配布（転入者用、１，０００部）、消費者被
害防止の啓発ポスター作成（バス掲示用、３０枚）

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

県からの啓発チラシ（くらしのまるとく情報）の配布

（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）

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

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）

（既存）

消費者行政担当職員が窓口で対応、訪問販売・電話勧誘・インターネットに関する消費生活相談に対応するための参考図書なし　

（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）
相談対応のための執務参考図書の購入（訪問・通販・マルチ等１１０番、インターネット消費者相談、消費者六法２０１１年版、住宅明細
図24年版）により相談業務に係る知識の向上、相談窓口の周知カード作成（タクシー設置用、２，０００枚）及び設置用ホルダー購入（１
００個）

（強化）

県（消費生活センター）が主催する研修に参加

（強化）

（既存）

（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及び受講料を支援

（既存）

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 人時間／年

人

人 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）

年間研修総日数

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

参加者数

研修参加・受入要望

人日

実施形態

自治体参加型

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

（強化）

（強化）

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22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

相談員数

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,073          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 -      相談員総数

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

3,922            

2,928          

千円

1,002          

平成22年度末

3,075            

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

-12             

-      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人 平成23年度末予定

千円

人

994             

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 1,006            

-8              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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円



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）

162               

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）

10                    

171                  

参考図書

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 須坂市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

161                  講座用冊子

事業の概要

自治体コード

173               

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

悪質商法被害防止講座用冊子購入

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

11                参考書籍の窓口配備

202070

事業経費

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）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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、年度版の更新、消費者関係法令の解説書を購入。

（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）

消費者行政担当者により相談業務を実施。消費者六法年度版等法令集あり。

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（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）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

訪問販売や架空請求詐欺等悪質商法に対する警戒意識を喚起するため、一般社会人や高齢者を対象にした出前講座や教室等を
実施。悪質商法被害防止の冊子を活用して啓発を行う。(出前講座等参加者向け　1,000部作成)

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

46              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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 323               千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

344             

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

21              

-      

人

相談員数

千円

千円

千円

437               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 298             

平成23年度末予定

平成23年度末予定

515               

171             

-      相談員総数

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 139             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

年度

-                   

202088

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

6                   参考図書の整備（平成23年4月に消費生活センター設置）

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

自治体コード

2,159             

消費者被害防止のための啓発・教育

事業の概要

1,488                

665               

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 小諸市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員養成のための実務的研修への参加（1名）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

-                      

悪質商法被害救済の実務・インターネット消費者相談Ｑ＆Ａ。

研修参加支援のための賃金・普通旅費。

1,488             
悪質商法にだまされるものか・みんなで目指そう！カシコイ消費
者・消費者トラブル対策ワークブック。

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）

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）

6                      

665                   

2,159                



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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

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（17,000
部）、中高生への消費者被害防止啓発リーフレット配布（2,900部）。

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

成人者への悪質情報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）

（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）

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

消費者被害防止事例集等参考書籍なし。

（強化） 消費者被害防止事例集等として悪質商法被害救済の実務・インターネット消費者相談Ｑ＆Ａを購入。

（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

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） 新たに相談を担えるものを1名養成するために実務的研修に参加のための賃金、普通旅費を支援。

（既存）

（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）

消費生活相談員1名。

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

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 人時間／年

人

人 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）

年間研修総日数

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

1      参加者数

研修参加・受入要望

人日109   

実施形態

自治体参加型

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

（強化）

（強化）

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22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

相談員数

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 270             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 2      相談員総数

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

2      

3,050             

2,159          

千円

623             

平成22年度末

893               

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

171             

1      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

○

人

1      

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人 平成23年度末予定

国民生活センター主催研修及び長野県主催研修参加のための旅費・受講料を支援。

千円

人

891             

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 720               

268             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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円



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）

14                    

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）

760               消費者被害防止のための啓発資材作成

2,883                

研修参加旅費24                    

消費生活相談員人件費消費生活相談員(非常勤職員の配置) 2,085            

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 伊那市 202096

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

2,085                

参考図書

760                  

事業の概要

自治体コード

2,883            

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

消費者被害防止のための啓発

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

事業経費

参考図書の配備

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

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）

14                

年度

24                研修参加旅費

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業
（既存）

（強化）

（強化）

なし（既存）

（強化） 消費生活相談員が、専門知識及び相談処理技法の習得するため、国民生活センターや県が開催する研修会に参加する。

（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）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（既存）

消費者六法の購入

（強化） 相談担当職員の知識習得による相談対応向上のため「特定商取引に関する法律の解説」等の書籍を購入

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

高齢者の消費者被害防止のためのリーフレット等を作成し、高齢者世帯向けに４，０００部を配布する。

なし

（強化）

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

消費生活センター開設により見込まれる相談件数の増加及び、ＰＩＯ-ＮＥＴの即日入力に対応するため、消費生活相談員を配置する。

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
（既存）

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

消費生活講座の開催

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）

（既存）

（強化）

（既存）

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）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

や

1       

人

法人募集型

実地研修受入人数 -      

年間実地研修受入総日数

2,085             

-      

対象人員数計 追加的総費用

（強化）

（既存）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

実施形態

人

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

（既存）

-      

（強化）

研修参加・受入要望

人日

人日

対象人員数
（報酬引上げ）

追加的総業務量（総時間）

-      年間研修総日数

参加者数

1       

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

1,666             

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）

自治体参加型

（強化）

（既存）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

812             

-349           

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

平成20年度の消費者行政予算

-37             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）対象の賃料、人件費等 2,085            千円

20年度差 前年度差千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

463             千円

千円

①報酬の向上

平成22年度末

人

人

人 平成23年度末予定

○ 資格取得を評価し、日額単価を増額する。

国民生活センターの研修及び県の消費生活相談員専門研修等への参加を支援する。

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

○

処遇改善の取組

相談員数

1      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

500             

2,504          

人

人

人

相談員数

相談員数

平成22年度末

千円

千円

相談員数

1      

1      相談員総数消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数

3,346            

2,883          

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,004          千円

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

うち定数内の相談員 平成22年度末

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）

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）

年度

116               

42                

相談業務への対応を的確にするための環境整備

相談員の研修参加支援

202100

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

合計

自治体コード

1,030            

消費者被害防止のための啓発

事業の概要

872                  

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 駒ヶ根市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業名

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）

--

42                    

872               冊子配布

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）

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）

116                  事務機器、参考図書

旅費、負担金

1,030                



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）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

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）

（強化）

（既存）

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

携帯電話トラブル回避冊子を小学校６年保護者に360部配布、消費者トラブル回避冊子を新社会人に200部配布、高齢者対象リーフ
レットを7,000部配布

（強化）

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

消費生活啓発パンフレット全戸配布

（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）

（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）
（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（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

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）

（既存）

相談窓口用赤ちゃんラックなし、消費者教育用等映写スクリーンなし

（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） 相談しやすい窓口整備のため、相談窓口用赤ちゃんラック２台購入。　消費者教育用等映写スクリーン１台購入

（強化）

担当職員が、国民生活センター等で開催の研修に参加（１名）

（強化）

（既存）

（強化） 国民生活センター等が開催する研修への参加負担金、旅費(2名）（既存分除く）

（既存）

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 人時間／年

人

人 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）

年間研修総日数

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

参加者数

研修参加・受入要望

人日

実施形態

自治体参加型

対象人員数計

年間実地研修受入総日数

追加的総費用

（強化）

（強化）

（既存）

法人募集型

実地研修受入人数

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

人



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員数うち定数内の相談員 平成22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

相談員数

平成22年度末

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 682             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数 1      相談員総数

千円

人

人

人

相談員数

相談員数

相談員数 1      

1,581          

1,030          

千円

424             

平成22年度末

1,106            

消費生活相談員の配置

うち基金（交付金相当分）対象外経費

平成23年度末予定

-48             

1      

千円

千円

千円

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人1      

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

人 平成23年度末予定

千円

人

551             

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

千円

平成20年度の消費者行政予算 599               

127             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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円



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）

773               

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）

824                   

旅費、研修会参加負担金52                     

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 中野市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

772                   
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　全戸回覧用の回覧板の作成

事業の概要

自治体コード

827               

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

消費者被害にあわないための市民への啓発

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

54                 
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

202118

事業経費

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）

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）

（強化）

（強化） 国民生活センターが開催する研修会に参加（１人１回）

（強化）

県が開催する担当者会議に出席（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

多重債務問題等啓発パネル設置（市民会館1箇所）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

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(16,000枚）に配布。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１年生（500部）に配布。新たに消費者被害防止等啓発パネル（５枚）を作成し、市内公共施設に設置。　新たに消費者被害
等防止啓発の全戸回覧用回覧板（1,800枚）を作成し活用する。

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-37             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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 204               千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

16               

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

-188            

4      

人

相談員数

千円

千円

千円

309               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 53               

平成23年度末予定

平成23年度末予定

840               

824             

4      

4      相談員総数

4      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 256             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

司法書士による多重債務相談会の開催。⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

基金（交付金相当
分）対象経費

年度202126

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

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）

あっせんを行い問題の早期解決を図る。相談員の待遇改善を図る。

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）

消費者被害防止啓発冊子、チラシの配布

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

2,800            -

100                  

60                

2,600            

140               

551                  

60                    多重債務相談会時の司法書士謝礼

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 大町市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

あっせんを行い問題の早期解決を図る。相談員の報酬増額経費

事業名 事業の概要 対象経費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

消費者被害防止啓発冊子、チラシ購入費

711                  -

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）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業

若者向け消費者被害防止冊子を成人式に対象者に配布。高齢者向け消費者被害防止チラシを老人クラブ、出前講座、民生委員会等に配布。

相談員1名設置

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

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

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

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）

（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）

（強化）

事業名

（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）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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）

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）

（既存）

（既存）

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）
（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（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 人時間／年

人

人 千円

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）

（既存）

自治体参加型

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）
（強化）

参加者数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

（既存）

追加的総費用

法人募集型

人

実地研修受入人数

551                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

1       

追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数

人日

新規に司法書士による多重債務相談会を開催する（年4回）

人

人日

（強化）

（強化）

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

551               千円

2,800            

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

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

1      

2      相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

711             千円

千円うち基金（交付金相当分）対象経費 2,134          

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 1,793            

4,035            

人

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年度末

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）対象の賃料、人件費等

千円

千円

人

千円

1      

2      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

296             

3      

人

○ 報酬月額　22年度 164,500円から23年度190,500円に増額

1,901          

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

2,089          

千円

具体的内容

千円

188             千円20年度差 前年度差千円

平成23年度の消費者行政予算

千円



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）

85                

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）

1,365                

700                  

488                  

研修旅費

弁護士報酬･交通費、リーフレット印刷代無料弁護士相談の開催、「食品と放射能」啓発リーフレット配布

105                  

相談員報酬相談員1名の配置 700               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 飯山市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

72                    リーフレット印刷代、啓発パネル作成代

事業の概要

自治体コード

1,389            

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

全世帯配布用リーフレットの作成、啓発パネルの作成

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

115               国民生活センターが実施する研修に参加する。

202134

事業経費

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） 489               



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（強化） 担当職員1名及び相談員1名が国民生活センター研修に参加（計5日）

（強化）

担当職員の国民生活センター研修参加なし（既存）

（強化）

（強化）

（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）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

県作成のパンフレット等啓発資材の配布、広報し･防災無線等での啓発活動

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

担当職員のほかに消費生活コンサルタント資格を有する相談員1名を配置し、窓口機能を強化（週2日）

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

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

一般向けの消費者被害防止リーフレットを全世帯分8000部作成･配布、消費者被害防止啓発用B1サイズパネル7種×1枚作成

なし

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他） ・弁護士による消費生活トラブル無料相談会を実施し、スキルアップを図るため担当職員及び相談員が同席する。
・「食品と放射能」の基礎知識について記載された一般向けリーフレットを8000部作成し、全世帯へ配布する。

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

なし（既存）

（強化）

1       

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

700                1       

（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用

768                



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-228           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）対象の賃料、人件費等 700               千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 334               千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

64              

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

-270           

1      

人

相談員数

1      

千円

千円

千円

1,235            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 292             

平成23年度末予定

平成23年度末予定

1,429            

1,365          

1      相談員総数

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 943             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

自治体コード 202142 平成 23 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

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）
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)

10                10                    参考図書等の購入（消費生活六法等）

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） 相談員１名を研修へ参加させ消費生活相談員を養成する 1,643            1,643                相談員賃金、社会保険料等、費用弁償

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。

193               80                    研修参加費(旅費、負担金）

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
消費者啓発用チラシの配布、高齢者等出前講座時使用
パンフレットの購入

301               301                  
消費者トラブル情報チラシ印刷費、高齢者等出前講座時使用
パンフレットの購入費

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）
専門的知識を有する司法書士による相談会を開設し、高
度で損門的な相談への対応を強化する。

72                72                    相談会時司法書士謝礼

合計 - 2,219            2,106                -



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） 要件を満たさない窓口を設置し相談業務を行っていた。参考図書(消費者六法2010年版、特商法分野、契約分野関係の図書を整備)

（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。参考図書等の購入(消費者六法２０１１年版、消費者問
題に関わる辞典)

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） なし

（強化） 相談員を１名配置し、自治体参加型研修に参加し消費生活相談員の養成を図る。

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）

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） 国民生活センターへの研修に年1回参加（相談員）

（強化） 相談員(既存相談員）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（既存分を除く）。

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）

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）
高齢者等向けのパンフレット（悪質商法にあわないため関係分野1,000部）を購入し出前講座を開催する。市民向けの消費者トラブル
情報チラシを全戸（18,000部）配布する。

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）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

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（相談員が同席のもと実施）。

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 216   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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

平成20年度の消費者行政予算 1,470            千円

平成22年度の消費者行政予算 2,616            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 1,397          千円

平成23年度の消費者行政予算 3,535            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,106          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）対象の賃料、人件費等 365               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,429          千円 20年度差 -41             千円 前年度差 32              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

平成23年度末予定 相談員数 2      人

2      人

相談員数

相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末

④その他

②研修参加支援 ○ 研修参加のための諸費等を支援

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）

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）

消費生活問題に関する各種講習活動事業

364                  

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 佐久市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費事業の概要

自治体コード

364                  

364               

364               

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

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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202177

消費生活に関する講習会開催時に使用するアンプシステム機器の購入

事業経費

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）

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）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存） 消費生活啓発用機器なし

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

新たに、消費生活に関する講習会を開催し、消費生活トラブル、被害等の防止を図るため、移動用アンプ１台、ワイヤレスハンドマイク
２本、ワイヤレスピンマイク1個、マイクスタンド１本を整備

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

-634           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）対象の賃料、人件費等 -                  千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 1,131            千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

633             

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

-498           

2      

人

相談員数

千円

千円

千円

1,267            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,267          

平成23年度末予定

平成23年度末予定

997               

364             

2      

2      相談員総数

2      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

-                  

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

735               

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）

639                  

1,490                

0

プロジェクター、スクリーン、DVDプレイヤー、パンフレットスタンド等

旅費116                  

0

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 千曲市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

735                  悪質商法撃退ステッカー印刷、全戸配布分（A5版20,700枚）

事業の概要

自治体コード

1,490            

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

消費者被害未然防止のための啓発活動

639               

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

116               相談担当者の国民生活センター研修への参加支援

202185

事業経費

消費者教育及び啓発活動強化のため、ビデオ機材・パン
フレットスタンド等の購入

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）

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）

（強化）

（強化） 相談担当職員の資質向上のため、国民生活センターの研修に参加。

（強化）

長野県の主催する研修会や勉強会に担当職員が参加。（既存）

（強化）

（強化）

（強化）

（既存）

消費者教育用ビデオ機材（プロジェクター・スクリーン・DVDプレイヤー）整備なし。各庁舎にパンフレットスタンド3台（3庁舎1台ずつ）を配置して啓発。

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化）

（既存）

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

事業名

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）
ビデオ機材（プロジェクター・スクリーン・DVDプレイヤー各１台）を使用した消費者教育活動等。大勢の消費者に啓発ができるよう庁舎
だけでなく図書館（2ヶ所）･公民館（6ヶ所）・体育施設（2ヶ所）・温泉施設（2ヶ所）文化施設（4ヶ所）へパンフレットスタンドを16台配置。

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

出前講座・消費生活教室等の消費者教育活動及び市報・ホームページ・有線放送等による啓発活動の実施。

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者被害の未然防止のため、悪質商法撃退ステッカーを印刷・全戸配布（20,700枚）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

年間研修総日数

追加的総費用

-                    



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

357             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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 197               千円

千円

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

500             

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

303             

1      

人

相談員数

千円

千円

千円

387               

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 143             

平成23年度末予定

平成23年度末予定

1,990            

1,490          

1      

1      相談員総数

1      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 244             千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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）

相談業務アドバイザー謝礼⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

基金（交付金相当
分）対象経費

年度

240               

39                

参考書籍の配備及び相談窓口用事務用品の整備

消費生活相談員の研修参加支援

202193

事業経費

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

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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

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）

新たに消費生活相談員（非常勤職員）の配置

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）

消費者被害防止のための啓発

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）

⑬消費者教育・啓発活性化事業

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

901               -

337                  

60                

225               

337               

225                  

60                    謝礼12回×5,000円

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 東御市 自治体コード

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

非常勤職員の賃金、通勤手当の支給。10月から週1回（毎週水
曜日）

事業名 事業の概要 対象経費

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

合計

参考図書、相談用机、イス、パーティション

トラブル防止用ストラップ購入(一般社会人へ　講習会・消費生
活展来場者へ配布4,500個)

872                  -

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）

240                  

旅費10                    



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

⑭商品テスト強化事業

新たにトラブル防止用携帯ストラップを購入（予算計上数4,500個)し、消費生活展で一般社会人に配布、及び高齢者の啓発活動時に
配布し、注意を促す。

なし

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（強化）

（既存）

新たに10月から毎週水曜日に消費者相談窓口を設置。臨時職員1名を配置。

⑬消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

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）

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

（強化）

市広報に「悪質商法からお財布を守ろう！」と題して注意喚起のための記事を連載。また、県発行の「くらしまる得情報」などを全戸回
覧している。

（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）

（強化）

事業名

（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）

（強化）

（既存）
（強化）

（強化）

（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）

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）
（既存）

執務参考図書は年度版のみあり。一部執務資料あり。相談用の机等の整備なし。

（既存）

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）
（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）を購入する。相談窓口

整備のために机１台、イス2脚、パーティション1個を整備する。

（既存）

（既存）
（強化）

（強化）

消費者行政担当者（兼務）が県主催の研修会に参加（１回）（既存）

（強化） 新たに消費者行政担当職員の知識等充実させるため、県主催の研修会に参加（３回）旅費を支援する。（既存を除く）

（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 人時間／年

人

人 千円

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）

（既存）

自治体参加型

1       

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）
（強化）

参加者数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

（既存）

なし

232                

追加的総費用

法人募集型

人

実地研修受入人数

225                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

追加的総業務量（総時間）

年間実地研修受入総日数

人日

消費者相談窓口を「よろず相談（無料法律相談）に加え、専門的な資格を有する消費生活相談員の経験者（2名）をアドバイザーとして
配置。担当職員も同席のうえ、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相談業務を行う。年12回（専門の相談員は月1
回の相談に1名）

人

人日

（強化）

（強化）

対象人員数計



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数

千円

1,453            

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

人

人

相談員数

相談員数

相談員数

1      

1      

1      相談員総数 人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

872             千円

千円うち基金（交付金相当分）対象経費 425             

平成22年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算 511               

967               

人

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年度末

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）対象の賃料、人件費等

千円

千円

人

千円

2      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

70              

2      

人

542             

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

①報酬の向上

処遇改善の取組

平成22年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

581             

千円

具体的内容

千円

39              千円20年度差 前年度差千円

平成23年度の消費者行政予算

千円



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）

351               

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）

1,314

48                    

1,771                

30                    

非常勤職員賃金及び通勤手当

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

執務参考図書の購入。

司法書士に対する謝礼司法書士による法律無料相談(年１回)の開催(多重債務等)

29                    

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

--

事業名

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

相談員を増員し養成講座を受講

平成 23都道府県名 長野県 市町村名 安曇野市

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

350                  
出前講座パンフレットの購入。成人式配布用のパンフレットの購
入等

事業の概要

自治体コード

2,961            

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

相談員の出前講座等での注意喚起資料の作成他

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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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）

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）

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

49                

30                

執務参考資料の購入。事務用機器の設置

県等主催研修会への参加。

202207

事業経費

2,501

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） 30                



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

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）

（強化）

（強化） 相談員及び職員が県等の主催する既存以外の専門・事例講座等に参加する為の旅費・使用料

（強化）

県主催研修会等へ参加（既存）

（強化）

相談員1人態勢

（強化） 月間国民生活等の購入、及び知識習得に必要な執務参考資料（原則、既存資料を除く)の購入。相談室用の携帯電話を1台購入。

（強化）

（既存）

②消費生活センター機能強化事業（増設）

（強化） 相談体制を強化するため1人増員し、相談員養成を１年かけて行う。

（既存）

月間国民生活、暮らしの豆知識等、消費者相談に必要な参考図書等の購入。

（既存）

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
（既存）

事業名

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）

（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）
（既存）

（既存）

（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）

（強化）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

相談員による出前講座、市広報を活用した啓発活動の実施。

（強化）
⑬消費者教育・啓発活性化事業

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑭商品テスト強化事業

（既存）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

消費者被害を防ぐため行う出前講座等の内容を充実させるために活用する悪質商法撃退パンフレット(1,000部)、一般向け悪質商法
追放啓発ﾃｨｯｼｭ(3,000個)、成人式で配布するﾄﾗﾌﾞﾙﾜｰｸﾌﾞｯｸ(1,000冊)の購入。一般向けｽﾄｯﾌﾟ消費者被害ﾘｰﾌﾚｯﾄ(3,000部)の作成

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

法人募集型

実地研修受入人数

年間実地研修受入総日数

対象人員数計

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
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）

人

人日

追加的総業務量（総時間）

（強化）

研修参加・受入要望

人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

実施形態

弁護士による多重債務相談(年１回)を実施。（既存）

（強化）

参加者数

対象人員数
（報酬引上げ）

人

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（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）

自治体参加型

220   年間研修総日数

追加的総費用

1      



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

1,400          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）対象の賃料、人件費等 千円

20年度差 前年度差千円 千円

平成20年度の消費者行政予算 613               千円

千円

○

具体的内容

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

2,058          

平成２３年４月から相談員を１人増員

千円

①報酬の向上

処遇改善の取組

人

平成22年度末

人

1,445          

4      

○
増員する相談員について、月額給及び一時金・通勤手当の支給。社会保険料・
雇用保険適用

人

相談員数

2      

千円

千円

千円

1,700            

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 658             

平成23年度末予定

平成23年度末予定

3,829            

1,771          

3      

5      相談員総数

1      

3      

平成23年度末予定

平成23年度末予定

人

人

人

相談員数

相談員数

人

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,042          千円

人

うち基金（交付金相当分）対象経費

相談員総数消費生活相談員の配置

-                  

平成22年度の消費者行政予算

平成23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

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年度末

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

うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数



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 - 516               516                  -

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 490               490                  消費者啓発カレンダー、消費者啓発パンフレット購入

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍、カタログスタンドの購入 26                26                    参考書籍、カタログスタンドの購入

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 南相木村 自治体コード 203068 平成 23



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）

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） 消費者被害未然防止のため各世帯へ啓発パンフレットの配布、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配布を行う。

（強化） ・消費者トラブル防止用安心安全暮らしのカレンダー全戸配布450部・啓発パンフレット（ネット携帯電話のトラブル）チラシ配布450部

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） 参考図書なし　　　　　　　　　　　　　　　カタログスタンド役場調査設置

（強化） 消費者六法他参考図書購入　　　　　消費者啓発用カタログスタンド村診療所に2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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 -      人

年間研修総日数 -      人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20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 -                  千円

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

平成23年度の消費者行政予算 516               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 516             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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 120             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 120               千円

平成20年度の消費者行政予算



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） 相談担当職員への指導・助言を行うため専門家の配置 52                52                    弁護士謝金

合計 - 633               633                  -

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 561               561                  
高齢者被害防止のための掲示パネル作成経費及び啓発用ポ
ケットティッシュ購入経費

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） 消費者行政担当者の研修会等参加支援 10                10                    研修旅費、負担金、教材費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談室の充実・執務参考資料等購入 10                10                    相談執務参考資料等購入

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 佐久穂町 自治体コード 203092 平成 23



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）

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） 無線放送による随時の注意喚起・広報による啓発

（強化） 高齢者消費者被害防止のため掲示パネル作成（町立病院８枚・ふれあいタクシーげんでる号４枚）、一般向け悪質商法被害防止啓発
用ポケットティッシュ購入3,000個（町民祭り等のイベントや町立病院、役場等窓口で配布）

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参加

（強化） 国民生活センターが開催する研修会参加

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） 相談執務参考資料(相談実務関係資料)

（強化） 相談執務参考資料購入(既存以外)

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 消費者相談会に相談担当職員も同席し相談に応じるとともに、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回開催）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -17             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 50              千円 20年度差 38              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 683               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 633             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 67              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 436             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 503               千円

平成20年度の消費者行政予算 12                



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 - 610               550                  -

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 県との協働事業　パンフレット等の作成・配布 610               550                  

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）

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 軽井沢町 自治体コード 203211 平成 23



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）

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） 啓発活動無し。

（強化） 一般家庭用に悪質商法の被害防止に向けたリーフレットを全世帯用に６，０００部作成・配布し啓発を行う。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 60              千円 20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 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 610               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 550             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 60              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 550             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 610               千円

平成20年度の消費者行政予算 60                



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） 民生委員の研修会参加支援 15                14                    民生委員が研修会に参加するために必要な研修費

合計 - 121               120                  -

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資料・物品の購入 79                79                    消費者教育・啓発に必要なパンフレット、物品（マウスパット）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） 担当職員の研修参加支援 12                12                    消費者行政に係る研修会に参加するために必要な旅費、研修費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 執務参考書籍・資料の購入・配備。窓口の周知。 15                15                    執務参考書籍購入、窓口周知に係る経費

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 御代田町 自治体コード 203238 平成 23



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）

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） 広報誌やオフトーク放送を活用した啓発や注意喚起。町民向け啓発資料、物品等配布なし。

（強化） 若者向けトラブル防止パンフレット、マウスパットを成人式にて配布（150部）。青年層向けに多重債務に関するリーフレットを配布（300
部）。

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開催する消費者行政担当者を対象とした研修会への参加。（常勤職員1名×1回以上）

（強化） 県消費生活センターが開催する消費者行政担当者を対象とした研修会への参加。（常勤職員1名×３回以上）既存分除く。

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） 参考書籍（契約トラブル救済、悪質商法の事例集等）５冊所持。法律関係書籍なし。窓口案内シールの作成、配布なし。

（強化）
法律に基づいた適切なアドバイスが出来るように参考図書「消費者六法」「特定商取引に関する法律の解説」購入。
窓口周知のため窓口案内シールを500部印刷、配布。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 日頃から高齢者や障害者と接する機会の多い民生委員を対象とした消費生活に関する研修会（講演会等）の参加支援。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -3              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23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 4                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 103             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 107               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 25                25                    -

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 消費者被害防止の為の啓発 20                20                    啓発用り-フレット作成

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書配備 5                  5                      年度版書籍更新

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 立科町 自治体コード 203246 平成 23



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）

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） 町有線放送、広報誌、ケーブルテレビ行政チャンネルを活用した啓発

（強化） 新たに消費者の契約に対する知識習得に向けたリーフレットを全戸配布する。（2,850部）

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） 参考図書の整備なし

（強化） 新たに相談担当職員の知識習得の為の書籍を購入する。（年度版書籍更新）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 16              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 68              千円 20年度差 -9              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 93                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 25              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 52              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 16              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 68                千円

平成20年度の消費者行政予算 77                



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 - 739               738                   -

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 チラシ等の全戸配布を行う等、啓発広報の充実を図る。 739               738                   啓発チラシ及び冊子等印刷代金713,160円、卓上台25,200円

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）

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 長和町 自治体コード 203505 平成 23



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）

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） 当町の現状は、内閣府等から配信される情報を選別し、町営の有線放送と広報誌を利用し町民に注意を呼びかけ周知している。

（強化）
現状を維持しながら、本補助金を導入して啓発用冊子「わが家の悪徳商法撃退マニュアル（2,500冊×＠147円＋税＝385,875円）」と
「知っておきたい借金のルール（2,500冊×＠116円＋税＝304,500円」の全戸配布、居住者に対して被害防止ステッカー（3,100枚×
＠7円+税＝22,785円）の配布、啓発用掲示を行う掲示台（掲示台2個×＠12,000円+税＝25,200円）等

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 -      人

年間実地研修受入総日数 -      人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 - 人

年間研修総日数 - 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 1                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 739               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 738             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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                   千円

平成20年度の消費者行政予算 -                   



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 - 725               725                  -

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 消費者被害防止啓発回覧板制作・配布 716               716                  消耗品費

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） 消費生活相談員研修会参加支援事業 9                  9                      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 下諏訪町 自治体コード 203611 平成 23



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）

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） なし

（強化） 消費者被害防止啓発回覧板を２,２００枚製作（地区用に）し配布

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） 松本消費者センターで開催の研修会に相談員（嘱託職員）が２回参加

（強化） 県消費者室開催の研修会に相談員（嘱託職員）が１０回（既存分除く）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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

2      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -31             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,628          千円 20年度差 -168           千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 3,353            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 725             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 2,659          千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 -                千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,659            千円

平成20年度の消費者行政予算 2,796            



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 - 1,270             809                   -

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、消費生活展の開催・充実 1,256             798                   悪質商法被害防止のための啓発資料・物品作成

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） 相談担当職員等の研修会への参加支援（２名） 14                 11                     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）

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 富士見町 自治体コード 203629 平成 23



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）

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） 広報誌への啓発記事の掲載

（強化）

①被害防止啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ（契約ﾁｪｯｸﾘｽﾄ5000部）全戸配布、②隣組回覧板（悪質商法注意喚起及びｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ制度周知1400部）回
覧組数当り2部配布、③啓発ﾊﾟﾈﾙ作成（悪質商法事例・ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ制度周知7種類1ｾｯﾄ）ｲﾍﾞﾝﾄ開催時掲示、④のぼり旗等啓発物品
作成（悪質商法・振込め詐欺注意喚起20ｾｯﾄ）金融機関窓口・ATM内設置、⑤啓発資料「紙芝居（訪問販売注意喚起）」1ｾｯﾄ作成、⑥
啓発物品（相談先印字の事務用品300ヶ）の消費生活展来訪者への配布

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） なし

（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

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 461             千円 20年度差 -38             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,270 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 809             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 461             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 791 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,252 千円

平成20年度の消費者行政予算 499               



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 - 362               362                  -

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 消費者被害防止の啓発。 362               362                  広報啓発用アンプ・マイクセット、各区に啓発用回覧板の配布。

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）

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 原村 自治体コード 203637 平成 23



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）

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） 消費生活啓発用回覧板製作無し。消費者広報啓発用ワイヤレスアンプ1台、ワイヤレスマイク1台無し。

（強化） 消費生活啓発用回覧板を270部製作し、各区へ配布する。消費者広報啓発用ワイヤレスアンプ1台、ワイヤレスマイク1台の購入。

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）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -9              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 13              千円 20年度差 -16             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 375               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 362             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 22              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 245             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 267               千円

平成20年度の消費者行政予算 29                



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 - 2,230            2,200                -

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 消費者講演会の実施 2,230 2,200 講演料、チラシ作成代

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）

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 辰野町 自治体コード 203828 平成 23



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）

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）
町内全戸に対して、広報紙に消費者問題（悪質商法への注意喚起、消費者トラブル事例等）の啓発の情報を載せ配付したり、消費者問題に関する出
前講座を実施（老人クラブ等）している。消費者問題についての講演会は実施していない。

（強化）
すべての年齢層（特に主婦層中心）に対し、消費者問題に関する啓発強化として講演会を実施予定。場所：辰野町民会館大ホール
（700人収容）、時期：平成２４年１月〜３月頃。出前講座を行う替わりに講演会への参加を呼びかけるチラシを作成し全町民に周知・配
付する。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 29              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30              千円 20年度差 -76             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 2,230            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,200          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

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,289          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 2,290            千円

平成20年度の消費者行政予算 106               



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 - 1,500            1,500                -

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事業 1,500            1,500                消費生活講演会の開催

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）

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 箕輪町 自治体コード 203831 平成 23



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）

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） 町HP及び広報誌により啓発活動　消費生活講演会なし

（強化） 一般町民を対象とした消費生活講演会の開催（年1回、規模：５００名、テーマ：消費生活問題について）

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -5              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 90              千円 20年度差 -10             千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 1,590            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,500          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 95              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,597          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,692            千円

平成20年度の消費者行政予算 100               



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 - 193               192                  -

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啓発 175               174                  悪徳商法等注意パンフレット作成等

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考書籍の購入 18                18                    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 飯島町 自治体コード 203840 平成 23



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）

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） 広報等による啓発、福祉係への情報提供

（強化） 消費者被害未然防止の喚起と意識向上のための「パンフレット」を作成し全戸配布（3,000部）

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） 消費者六法、くらしの豆知識

（強化） 既存の年度版図書更新および参考書籍

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 -4              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 193               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 192             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 222             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 223               千円

平成20年度の消費者行政予算 5                  



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 189               189                  弁護士謝金

合計 - 1,048            1,033                -

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 794               794                  啓発パンフレット等の作成、啓発用機材（テレビ・ＤＶＤ）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） 相談担当職員の研修参加 15                15                    研修参加旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書の購入 50                35                    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 南箕輪村 自治体コード 203858 平成 23



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）

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） 県のリーフレットを定期的に自治会回覧（強化内容の事業なし）

（強化） 全戸配布物作成（消費者被害防止啓発）5,500部、消費者被害防止啓発用機器（テレビ１台・DVDプレーヤー１台）購入、啓発用教材（DVDソフト）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） 担当職員が県（飯田消費生活センター）開催の研修に参加（年1回）

（強化） 県開催の研修（消費生活相談員養成研修講座等）に参加（既存除く）

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） 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（くらしの豆知識2011年度版、2011年度版住宅地図あり）

（強化） 参考図書（年度版更新図書他）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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 弁護士等の専門家を活用した消費生活相談会（担当職員同席）の開催（６回）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -80             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15              千円 20年度差 15              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,048            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,033          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 95              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 980             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,075            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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） 村内で生産販売する農作物の放射能測定を行う。 441               441                  放射線測定は、検査機関に委託して行う。　品目数　40品目

合計 - 751               747                  -

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活動・情報提供・周知 272 269
啓発用リーフレットの全戸配布、消費者情報を広報（専用ペー
ジ増）に掲載

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） 相談担当職員国民生活センター研修の参加支援（1名） 38 37 旅費、研修費、教材費

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 中川村 自治体コード 203866 平成 23



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）

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） 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(従来ページ範囲内）

（強化）
消費者被害防止啓発用リーフレット・ステッカー・グッズを全戸配布(1600戸)、成人者対象消費者被害防止用リーフレットを成人式で配
布（71名）、消費者被害状況を広報に掲載（年4回1回あたり1ページ）（従来ページから1P増加してもらい掲載）

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） 担当職員が県開催の研修に参加（県内出張の為旅費なし）

（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

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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） 村内で生産販売する農作物の放射能測定は、行っていない。

（強化）
10月から12月にかけて村内で生産・販売する農作物の放射線測定委託を行い（40品目）、消費者の安心・安全の確保を図る。測定結
果については、村ホームページなどにより公表していく。

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定

前年度差 -2              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4                千円 20年度差 4                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 751               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 747             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 6                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 377             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 383               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 1,000            999                  -

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 730               729                  啓発冊子作成、啓発掲示システム購入

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口の機能強化を図るための事務用機器の設置 270               270                  啓発掲示システム構築にかかる事務用機器の設置

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 宮田村 自治体コード 203882 平成 23



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）

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

（強化） 消費者教育・啓発強化のため啓発冊子を作成し全戸配布、またモニター等での啓発掲示システムを構築

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） 消費者啓発掲示システム用のパソコンはなし

（強化） 窓口での消費者教育・啓発を強化するため、啓発掲示システム用のパソコン２台を購入設置

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 1,000            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 999             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,395          千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,396            千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 100               99                     -

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 高齢者被害の未然防止のための啓発 100               99                     悪質商法等掲示カード作成費（@49.8円×2,000枚）

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）

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 阿南町 自治体コード 204048 平成 23



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）

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） 県発行の情報誌の回覧及び関係各所からの情報提供による広報無線放送やケーブルテレビ放映のより被害防止に努める。

（強化） 悪質商法の実例や相談窓口の連絡先を記載した掲示用カードを作成して全戸配布することで、消費者の自立支援と被害の未然防止に努める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定 相談員数 -      人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 1                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 1                千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 100               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 99               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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 -                  千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 156               156                  -

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 156 156 被害防止への啓発リーフレット等作成費（村内全戸　156円×1､000部）

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）

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 天龍村 自治体コード 204137 平成 23



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）

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） 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。

（強化） 消費者被害防止のリーフレットを作成し、全戸（1,000部）に配布。また広報誌以外の啓発事業として消費者被害防止パンフレットを作成し全戸（1,000部）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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -5              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20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 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23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 156             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 5                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 143             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 148               千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 110               110                  -

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 「悪質商法被害防止冊子」を印刷し全戸配布する 110               110                  印刷費147円×750部＝110,250円

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）

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 泰阜村 自治体コード 204145 平成 23



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）

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情報誌の各班回覧、訪問販売等注意を促す広報無線による広報活動

（強化） 「悪質商法被害防止冊子」を印刷し全戸配布する

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）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20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 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 110               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 110             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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 36              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 36                千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 390               390                  -

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・拡大防止 360               360                  消費者被害防止教材購入費

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） 消費者行政担当者の研修参加 30                30                    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 上松町 自治体コード 204226 平成 23



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）

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） 広報誌を活用した啓発

（強化） 「備えよう！消費者トラブル」教材の全戸配布。（2,200部）

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） なし

（強化） 消費者行政担当職員の知識等のレベルアップを目指し、研修参加の支援を行う。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

2      人

相談員数 2      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 2      人 平成23年度末予定

前年度差 -21             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 2      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 45              千円 20年度差 -5              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 435               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 390             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 66              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 516             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 582               千円

平成20年度の消費者行政予算 50                



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 - 101               100                  -

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

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） 消費者相談対応・消費者行政関係事務スペースの拡充 101               100                  キャビネット、事務机の設置

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 南木曽町 自治体コード 204234 平成 23



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）

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）

（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）

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） 観光業務、商工業務と消費者業務を兼務しているため、事務机・キャビネット等を兼用

（強化） 消費者相談窓口専門の事務机とキャビネットの設置を行う

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

4      人

相談員数 4      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 4      人 平成23年度末予定

前年度差 -88             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 4      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1                千円 20年度差 -87             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 101               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             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 89              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 100             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 189               千円

平成20年度の消費者行政予算 88                



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 - 170               170                  -

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 悪質商法対策の啓発シール、冊子を作成し、配布する 170               170                  シール、冊子印刷代

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）

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 木祖村 自治体コード 204251 平成 23



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）

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） 悪質商法対策の啓発シール、冊子等を配布しておらず、悪質商法に対する啓発は不十分

（強化） 悪質商法対策の啓発シール、冊子を作成、それぞれ全戸に配布（1100部）し、被害の防止に努める。

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）
（既存）

（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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -24             千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 170               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 170             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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 155             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 155               千円

平成20年度の消費者行政予算 24                



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 - 45                45                    -

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 45 45 悪徳商法被害防止啓発パンフ全戸配布1,550部及び啓発パネル

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）

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 大桑村 自治体コード 204307 平成 23



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）

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） 県から配布されるパンフレットのみの村内への回覧及び各種サロン等の会合での配布による啓発を実施していた。

（強化）
多種多様化する悪徳商法の新たな手口等を住民に周知し、被害防止を図るためパンフ等を作成（1,550部）全戸配布する。
催し物の際にパネル展示による啓発（消費者被害防止内容パネル７枚）

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 17              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 25              千円 20年度差 -7              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 70                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 45              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 8                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 163             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 171               千円

平成20年度の消費者行政予算 32                



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 - 113               113                  -

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 113               113                  ラック、リーフレットの購入

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）

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 木曽町 自治体コード 204323 平成 23



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）

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） 町広報紙等での被害啓発記事の掲載、呼びかけ。消費者問題啓発リーフレットラックなし

（強化） 一般社会人向けに悪徳商法防止に向けたリーフレットを全世帯（5,500世帯）へ配布。消費者問題啓発コーナーへリーフレットラックを1台設置。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -2              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 368             千円 20年度差 -32             千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 481               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 113             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

うち基金（交付金相当分）対象経費 71              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 441               千円

平成20年度の消費者行政予算 400               



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 - 456               452                  -

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 悪質商法被害防止のためのリーフレットの全戸配布 447               447                  リーフレット作成費用

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） 消費者行政担当職員の研修参加支援 5                  2                      県主催研修会参加旅費

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 参考図書配備による相談窓口機能の強化 4                  3                      参考図書購入費

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 山形村 自治体コード 204501 平成 23



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）

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・CATVによる情報提供

（強化） 電話口等に掲示し、常に活用できる「悪質商法撃退マニュアル」を全戸配布。2,800部

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） なし

（強化） 消費者行政担当職員の研修参加による資質向上。県主催研修会参加　2回・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） 参考図書なし

（強化） 参考図書（相談実務手引書購入）

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 14              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 44              千円 20年度差 14              千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 496               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 452             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 30              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 405             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 435               千円

平成20年度の消費者行政予算 30                



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 - 71                71                    -

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 被害に遭いやすい高齢者および若者へ啓発 61                61                    パンフレット高齢者・一般用50千円、若者用11千円

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） 複雑化する被害の対応が出来るように、参考図書の充実 10                10                    六法６千円・参考書４千円

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 朝日村 自治体コード 204510 平成 23



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）

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）
IT被害防止啓発用パンフレットを成人式参列者に配布100部・悪質商法被害防止用パンフレット高齢者に配布３００部
・クーリンオフ制度の周知一般向けに全戸配布１２００部

（強化）
IT被害防止啓発用パンフレットを成人式参列者に配布80部・振り込めさぎ防止用パンフレット高齢者に配布２００部
・多重債務解決周知一般向けに全戸配布１２００部

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） 消費者六法　消費者相談対応事例集

（強化） 年度版消費者六法更新・相談事例集の追加

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20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 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 71                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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 70              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 70                千円

平成20年度の消費者行政予算 -                  



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 - 1,391            1,389                -

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 多重債務等の相談員1名の配置。 693               693                  相談員賃金　105日分　日額6,600円×105日

⑬消費者教育・啓発活性化事業 消費者被害防止のため、パンフレットを全戸配布（3,500部）。 625               624                  消耗品費　消費者啓発パンフレット　＠170円×3500部×1.05

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） 消費者行政担当者（相談員含）の質的向上を図る研修参加。 64                63                    旅費　県外（東京一泊二日）　31,860円×2人

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談業務図書の整備。 9                  9                      消耗品費　相談業務図書：消費者六法等

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 池田町 自治体コード 204811 平成 23



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） なし

（強化） 多重債務等の問題を抱える人への、呼びかけと、相談窓口として問題解決に向けた支援に継続した取り組みのため相談員1名を配置。

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） なし

（強化） 消費者問題をより身近なものとして意識を高め、トラブル防止と早期解決を図るため、カレンダー形式のパンフレットを全戸配布（3,500部）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） なし

（強化） 消費者行政担当者（相談員含む）の質的向上を図るため、消費生活の外部研修に参加。

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） 図書整備なし

（強化） 「消費者六法」、「キーワード式　消費者法辞典」の図書を整備し、相談業務に活用。

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

1       693                

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       814                

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 -      人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 -323           千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 86              千円 20年度差 41              千円

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 693               千円

平成23年度の消費者行政予算 1,475            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,389          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 409             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 881             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 1,290            千円

平成20年度の消費者行政予算 45                



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 - 160               160                  -

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

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）

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 10                10                    執務参考図書の購入

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 松川村 自治体コード 204820 平成 23



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）

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） なし

（強化） 若者に対する消費者被害啓発パンフレットを村内全戸に3,000部配布、悪質商法被害防止のためのパンフレットを村内全戸に3,000部配布

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）

（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） 相談担当職員に対し、法令改正など新たな知識を得て相談対応力を向上させるため、年度版図書（六法）、契約関係図書を購入

（強化） 複雑化する消費者問題に対し、更に担当職員の相談対応力を向上させるため、年度版図書（六法）、関係法令図書を購入

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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 - 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 - 人 平成23年度末予定 相談員数 - 人

1      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 1      人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 1      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 46              千円 20年度差 -2              千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 206               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 160             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 46              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 160             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 206               千円

平成20年度の消費者行政予算 48                



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 - 153               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 啓発用チラシ・リーフレットによる啓発の実施 140 139 啓発用チラシ・リーフレットの作成

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）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充） 相談窓口用の参考図書の購入 13 11 執務用参考図書の購入

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 白馬村 自治体コード 204854 平成 23



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）

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） 村広報誌・ホームページへの啓発記事等の掲載。緊急な啓発が必要な場合、行政無線による啓発を実施。

（強化） 消費者被害防止のため住民意識向上を目的とした啓発強化を実施（特に高齢者への啓発用リーフレットを3,000部作成、全世帯配布）

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）

（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） 消費者行政用参考図書なし

（強化） 相談窓口の体制の強化（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -2              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 303             千円 20年度差 3                千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 453               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 305             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 150             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 455               千円

平成20年度の消費者行政予算 300               



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 - 42                42                    -

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 消費者被害を防止するためパネルを作成し、
消費生活展等でPR

42                42                    啓発用のパネル作成

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）

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 小布施町 自治体コード 205419 平成 23



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）

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） 千年樹の里まつりにおいて消費生活展を開催。パネルを県消費生活センターから借用していた。

（強化） 消費者被害防止用啓発パネル1組（10枚）を製作予定。消費生活展やその他の町関係イベントにおいて紹介でき、PRの強化につながる。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数 -      うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 -      人 平成23年度末予定

前年度差 91              千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 91              千円 20年度差 -208           千円

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

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

平成23年度の消費者行政予算 133               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 42              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 -                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 620             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 718               千円

平成20年度の消費者行政予算 299               



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 - 50                50                    -

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 50                50                    消費者被害未然防止のため、懸垂幕の製作

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）

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 高山村 自治体コード 205435 平成 23



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）

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） 平成20年については、消費者被害未然防止のために懸垂幕の製作は実施していない。

（強化） 全村民に対して悪質商法被害防止のため、懸垂幕を2枚製作し、年間を通じて庁舎外壁へ掲出。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -                千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 30              千円 20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 -                  千円

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

平成23年度の消費者行政予算 80                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 50              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 30              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 29              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 59                千円

平成20年度の消費者行政予算 30                



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） 悪質商法・振込め詐欺防止協力員研修会開催 22                22                    教材購入（@\450 × 50部）

合計 - 162               162                  -

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 悪質商法等被害未然防止のためのリーフレット作成・配布 140 140 クリアファイル作成　@\89　×　1,500部　×　1.05

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）

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 山ノ内町 自治体コード 205613 平成 23



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）

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） なし

（強化）
悪質商法などの被害未然防止のため、クリアファイルに消費者被害防止に向けた啓発内を印刷作成し、振込め詐欺防止協力員を通
じて地域に配布するほか、相談員の協力を得て町内の金融機関窓口で配布のうえ啓発に努める。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

⑱消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導・法執行強化）
（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）
地域住民にも悪質商法や振込め詐欺の被害防止に向けた啓発に協力いただくため、住民のうちから悪質商法・振込め詐欺防止協力
員３７名と相談員１２名を委嘱

（強化）
最近の悪質商法等に係る事例等の紹介を含め、消費者被害防止に向けた研修会を年２回開催。この研修会にあわせ、より消費者被
害防止に係る知識を習得していただくため、参考教材として「くらしの豆知識」を協力員あて、研修会にあわせて配布。

⑰消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援 ○ 消費生活相談に係る知識等習得のため、消費者行政担当者研修に参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 1      人

1      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 352             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,005          千円 20年度差 616             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 1,167            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 162             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 653             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 281             千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 934               千円

平成20年度の消費者行政予算 389               



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 - 45                45                    -

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 45                45                    

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）

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 小川村 自治体コード 205885 平成 23



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）

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） 村の広報誌・有線放送等で消費者に啓発。

（強化） パンフレットラックを設置することにより、消費者被害防止のための啓発。

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）

（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 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

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）

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（強化）



５．消費者行政予算について

６．市町村の消費生活相談員の配置について

７．今年度の市町村の相談員の処遇改善に向けた取組

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上

相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

うち委託等の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定 相談員数 人

-      人

相談員数うち定数内の相談員 平成22年度末 相談員数 人 平成23年度末予定

前年度差 -31             千円

消費生活相談員の配置 平成22年度末 相談員総数 -      人 平成23年度末予定 相談員総数

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                千円 20年度差 -30             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

平成23年度の消費者行政予算 45                千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 45              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 31              千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 68              千円

千円

平成22年度の消費者行政予算 99                千円

平成20年度の消費者行政予算 30                


