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

２ 消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

-                                

7,149                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

12,287                        

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

7,753                          

-                                

-                                -

15,205                        

都道府県

-                                -                                

2,267                          

（３）消費生活相談員養成事業

1,746                          

4,534                          

2,469                          5,823                          

-                                

4,195                          

-                                

-                                

-

81,747                        44,025                        

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

市町村

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,746                          

1,694                          3,961                          

-                                

-                                

3,354                          

平成 24 年度 長野県

事業名

事業計画【総括表】

合計

14,845                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

37,722                        

-                                -                                

7,696                          

7,750                          

15,935                        31,140                        

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業 11,945                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

①参加者総数

②年間研修総日数

2              

487          

43                              

③参加自治体

管内全体の研修参加

43%

③実地研修受入自治体

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 81,747                                                            

79,609                                                            

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

②年間研修総日数

188,364                                                          

①参加者総数

飯田市、諏訪市

都道府県予算

消費者行政予算総額

108,755                                                          



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

別表１ 都道府県実施事業分

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

2,267           

1,580           

・ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸの購入費
・ｾﾝﾀｰ機能強化移転改修費
・執務資料及び執務機器等の整備

2,267                 

7,753                 

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

外部機関が開催する研修への相談員の参加支援

市町村相談担当職員のレベルアップを図るための研修
の開催

対象経費

実務的研修運営委託経費(講師謝金・旅費、会
場・機器借用料、教材作成・購入費、一般管理費)

旅費、受講負担金、教材費

事業経費

-                 

基金（交付金相当
分）対象経費

1,580                 

・レベルアップ研修（個別分野）運営委託経費(講
師謝金・旅費、教材作成・消耗品費、一般管理
費)(消費生活相談員養成事業「座学研修」を市町
村担当職員専門研修としても実施）、市町村相談
対応連絡会研修資料費

1,774                 

事業名 事業の概要

・消費生活センターの機能強化のための機器整備（１所）
・センター機能強化のための事務所移転改修（1所）
・その他センターの機能強化

1,774           

⑦消費生活相談窓 高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催） 7,753           
市町村が新たに養成する相談員の実務能力向上に向け
た研修開催

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他） 7,496                 

-                 

200             

7,496           

-                 

事業者指導や法執行強化に向けた執務機器及び執務
資料の整備

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化）

市町村相談窓口の機能強化に向けた助言等を行う「市
町村消費生活相談支援員」及び不当取引に係る悪質事
業者に関する情報の調査・分析を行う「事業者情報調査
員」の配置

7,789           

・新聞広告制作・掲載費5,496
・民間団体補助2,000

200                    

非常勤職員報酬・費用弁償・社会保険料（外、雇
保本人負担39）

執務資料102、立入検査専用機器購入費98

⑦消費生活相談窓口高度化事業

-                 

各種啓発資材作成経費、ﾗｼﾞｵｽﾎﾟｯﾄ・ﾃﾚﾋﾞＣＭ放
送料、各種啓発広告費（雑誌、電車・バス）、ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ開催費用

15,205                15,205         

-                

消費者の自立支援に向けた教育・啓発の強化⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 7,750                 

-                 

44,064        

・県及び市町村相談窓口等周知
・県内で消費者問題に取り組む多様な団体への補助

44,025               



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

上記に加えて、消費生活ｾﾝﾀｰの機能強化のため、ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ、ﾏｲｸの整備（長野ｾﾝﾀｰ）、移転改修（松本ｾﾝﾀｰ）、執務資料及び消
耗備品の整備（執務等）

⑤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）

新たに消費生活相談員を養成する実務研修を外部機関に委託して実施。（自治体参加型）

（強化）
⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

ｾﾝﾀｰの機能強化（ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ・ﾏｲｸ、改修）（飯田ｾﾝﾀｰ）。執務資料及び消耗備品の整備（周知等）

（既存）

（強化）

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

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

実施なし。

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

（既存）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）
（強化）

上記に加え、国民生活センター・経済産業省等開催の研修や県開催の相談員専門研修に室及び消費生活ｾﾝﾀｰの相談員などを年間
延べ38人（19人×2回）以上派遣

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

事業名

（強化）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

（既存）

上記に加え、一定の経験年数を有する消費生活相談員等を対象に、レベルアップ研修（個別分野）を開催（10日間）。県センター所管
地域（4地域）ごとに市町村相談対応の事例について情報共有する連絡会を開催。［市町村の消費生活相談担当職員を対象とした専門
研修を年間延べ80講座開催（消費生活相談員養成事業「座学研修」を市町村担当職員専門研修としても実施）］

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存） 消費生活情報誌（1種×年4回）、啓発パンフレット（1種）の発行。消費生活講座の開催

（既存）
（強化）

（既存）

上記に加え、ﾗｼﾞｵｽﾎﾟｯﾄ（6月間×5回）、テレビＣＭ（2月間）、消費者問題ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（１回）、高齢者：見守り直送便＜安心ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
（悪質商法被害防止・製品事故）、ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌはがき、啓発ﾌｧｲﾙの３種組み43千部＞、消費者被害防止都県広域ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ＜ﾘｰﾌﾚｯﾄ
（10,000部）、ﾎﾟｽﾀｰ（800部）＞］　若者：悪質商法等消費者被害防止啓発＜広域誌掲載広告・年６回、交通（鉄道・ﾊﾞｽ）広告（年2回）、
消費者被害防止都県広域ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ＜ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ拡充部数分）＞、出前講座の対象層拡充（民生・児童委員、新大学生）

（強化）

（既存）
（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）
なし。

（強化）

（強化）

事業者指導や法執行強化に向けた執務機器（立入検査用ＰＣ、コピー機等）及び執務資料（地方事務所10か所：景品・表示相談実例）の整備

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存） 事務職員が通常業務の範囲内で市町村相談窓口の機能強化に向けた助言を実施

新たに市町村相談窓口の機能強化に向けた助言・支援を専任で担当する「市町村消費生活相談支援員」を配置（非常勤２人）及び不
当取引に係る悪質事業者に関する情報の調査・分析を行う「事業者情報調査員」の配置（非常勤１人）



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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

参加者数

実施なし。

人日

人人 -      

・県及び市町村の消費生活相談窓口の周知及び消費者被害防止の啓発のための新聞広告の掲載（県全域に広告効果が高い２紙）
・県内で消費者問題に取り組む多様な団体への補助

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

実施形態 法人募集型

-      

年間実地研修受入総日数 -      年間研修総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

3        7,750              

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

5,580              3        

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．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

長野市、小諸市、茅野市、安曇野市 1,695         

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 長野市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
岡谷市、飯田市、諏訪市、飯山市、東御市、御代田
町、立科町、下諏訪町、飯島町、南箕輪村、山形
村、朝日村、池田町、白馬村、小川村

117

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） 泰阜村、小布施町

飯田市、諏訪市

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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 4,534          

拡充4箇所
・執務資料整備
・機器整備（ＰＣ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ、DVDﾌﾟﾚｲﾔｰ、ﾏｲｸ、
ﾁｭｰﾅｰ、ｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ）・ｾﾝﾀｰ周知（ﾗｼﾞｵ・新聞
広告、ちらし、駅構内電照広告）

57               
・執務用図書の整備
・相談用仕切板、イスの整備

1,694          

57             

4,782         

拡充15箇所
相談用調度品・事務機器（事務机・ｲｽ、ﾗｯｸ、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、PC、
ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ、仕切板)、執務図書・資料の整備

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象

経費計

117 相談業務向上研修の開催

1,689          1,693         

非常勤担当者の研修を支援（人件費、費用弁償）

⑦消費生活相談員等ﾚ ﾙｱｯﾌ 事業（研修開催） 長野市

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）
⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

117           

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）

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、小諸
市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、茅野市、千曲市、
東御市、御代田町、富士見町、南箕輪村、中川村、
上松町、大桑村、木曽町、山形村、池田町

⑭商品テスト強化事業

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

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂
市、小諸市、駒ヶ根市、大町市、飯山市、茅野市、
東御市、安曇野市、軽井沢町、御代田町、立科町、
富士見町、飯島町、南箕輪村、中川村、上松町、木
曽町、大桑村、山形村、朝日村、池田町、松川村、
白馬村、山ノ内町、小川村

117           相談業務向上研修の開催

2,373         2,352          
国民生活センター・県、(財)日本消費者協会などが開催する
消費者行政に係る研修への参加支援（旅費、受講負担金、
教材費）

6,929         

消費者被害防止のため、各種啓発資材（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄ、ｽﾃｯｶｰ、ｼｰﾙ、ちらし、冊子、掲示板、回覧板、ﾜｰｸﾌﾞｯｸ、
啓発物品）の作成・配布や広報媒体（CATV、ﾗｼﾞｵ、車内広
告）等による啓発、啓発展示や教育用DVD・啓発用図書、啓
発物収納ｽﾀﾝﾄﾞ、紙芝居）の整備、消費生活地域ｻﾎﾟｰﾀｰ養
成研修の開催・活動支援、消費生活啓発ｲﾍﾞﾝﾄの開催（講演
会、ﾌｫｰﾗﾑ、出展）、村広報「消費者被害防止啓発頁」の拡
充

消費者行政担当者（非常勤）の増員配置及び報酬引上げ

16,024       

⑨消費生活相談窓口高度化事業

15,935         

4,195          ⑯一元的相談窓口緊急整備事業 伊那市、大町市、茅野市、東御市、池田町
⑮地方苦情処理委員会活性化事業



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

55               
民生児童委員、村教育委員会による高齢者等相談業務用図
書の購入

南箕輪村、小布施町 55             

法人募集型

-               

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

7,094          

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）

人実地研修受入人数 -      

相談担当者同席による弁護士、司法書士等による消費生活
相談会の開催。食の安全ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成・配布。管内生産・販
売農産物に対する消費者の安全・安心確保のための放射性
物質検査委託。消費者被害防止の町委嘱協力員に対する
研修会開催、食の安全・安心に関する講演会開催、消費者
問題に取組む団体活動への支援（補助）（啓発用備品整備、
講演会・講習会の開催、啓発物品による啓発活動）、消費者
の安全・安心確保のための放射性物質検査関係機器（冷蔵
庫、作業台、消耗備品）の整備

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
長野市、松本市、上田市、諏訪市、中野市、大町
市、飯山市、茅野市、東御市、安曇野市、下諏訪
町、箕輪町、中川村、松川村、山ノ内町、小川村

7,098         

37,722        合計 40,823       

実施形態 自治体参加型

研修参加・受入要望

参加者数 2      人

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

人 人時間／年

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

5       5,576              

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）

5,104              

人日年間研修総日数 487   年間実地研修受入総日数

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

人日

研修参加 受入要望

4       



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

千円

81,747            

千円

44,025            

37,722            

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

-                    

交付金相当分

千円

8,150              千円 44,025             千円

前年度差

-27                 

平成23年度 平成24年度

千円

35,875             

積増し相当分

千円

108,782           千円 108,755           

千円

チェック項目

-

40%

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

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

37,722             48,537             

64,730             72,907             

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

188,364           205,220           

-                     

千円

96,438             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-8,177            千円

千円

千円

千円

-6,014            

-                  千円

-千円

-10,815           

-16,829           

-

千円 79,609             

43%

47%

-2,665            

-16,856           -

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 120,808           千円 106,617           -14,191           

47,901             

千円

84,412            

千円

千円

千円

千円千円 41,887             

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

千円

千円 -                    

81,747            

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

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

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

うち都道府県 人

-                     

106,617           

-                     

-                     

-                     

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成24年度末時点）

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

64,730             

41,887             

43.39842008

千円

千円

％

％

％47.38408974

40.48089743うち都道府県

うち管内市町村

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合

うち都道府県

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

-14,712           

39,580             

1,858               千円

千円

千円

千円

千円

41,887             うち基金（交付金相当分）対象外経費 40,029             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 7,750               千円

千円

千円

108,755           

44,025             

29,313             

平成20年度 平成24年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

79,609             

37,722             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 4,195               

千円

千円

188,364           

81,747             

68,893             

千円

119,471           千円

千円

千円

千円

40,029             千円

64,730             うち基金（交付金相当分）対象外経費 79,442             千円

①都道府県の消費者行政予算 79,442             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

-12,854           

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 11,945             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 119,471           千円 千円106,617           千円



３．基金の管理

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

-                                     

千円

81,747                              千円

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分） -                                     千円

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

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 81,734                              

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

13                                    千円

千円

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

-                                     千円

-                                     千円

-                                     

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 -                                     千円

４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

-        

平成23年度末

-        

うち委託等の相談員

平成23年度末

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

平成23年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター等開催の研修参加のための旅費等を支援（受講回数の増加）

-        平成24年度末予定

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

17       

-        

17       相談員総数

相談員数

相談員数

17       

平成24年度末予定

人

17       人


