
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）

1,166

4,627             4,622                

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

（削除）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

地区住民自治協議会が開催する消費生活に関する講演会に対
する支援

消費者トラブル未然防止の周知、啓発及び、地域の見守り
役に対する情報提供並びに、放射性物質検査測定機器
の維持

国民生活センター等が開催する研修会への参加旅費・負担金

3,377 3,375

地域の団体が行う消費者問題に関する啓発活動の支援

啓発資料（冊子・マグネットシール）の作成、国から貸与された放
射線物質測定検査機器を適正使用するための点検

都道府県名 長野県 市町村名 長野市 自治体コード

事業名 事業の概要

202011

事業経費

平成 25

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

-

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,165

合計

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

消費生活相談員、行政担当職員の研修参加支援 84

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

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

-

年度

82

（削除）



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

地域の団体が行う消費者問題に関する活動の支援(講演会の開催８団体)

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存） 年間で２回、消費者行政担当職員１名、消費生活相談員１名が研修会参加

消費生活相談員２名が研修会参加

無

市広報への掲載や、関係機関発行の資料配布、また、既存の資料等を用いた出前講座の開催

消費者啓発資料の作成により、消費者問題解決力の強化に取り組む。
また、国から貸与された放射線物質測定検査機器の定期点検を行い、住民の消費する食品等の適正な検査を実施する。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化） (削除)

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存）

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

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

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

①消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

事業名

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（強化） (削除)

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

（既存）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑧消費生活相談体制整備事業

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

年間研修総日数

人

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 15,146           千円

平成2４年度の消費者行政予算 19,841           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,040           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 14,801         千円

平成2５年度の消費者行政予算 20,150           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,622           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

うち基金（交付金相当分）対象外経費 15,528         千円 20年度差 382             千円 前年度差 727             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 3      人

3      人

相談員数 -      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 3      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24年度末

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

④その他

②研修参加支援 ○



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）

202029 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 松本市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの拡充

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

210               210                   相談室多機能型電話・机の設置

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 国民生活センター及び県内での研修参加支援 110               110                   研修旅費・負担金

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

弁護士等による消費生活相談会
食品ロスの削減
・一般家庭からの生ごみの組成調査等の実施
・消費者等に対する周知・啓発の実施と、それによる消費
者の認識・行動の変化の調査 7,540             6,280                

弁護士謝礼　９０千円
食品ロス削減
１　対象経費
・一般家庭生ごみ実態調査及び意識変化調査委託　5,885千円
・啓発事業　305千円
２　対象経費以外
・1,260千円分については、長野県地域発元気づくり支援金及
び市単費で実施

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

消費者被害未然防止のための啓発 1,530             1,530                啓発用パンフレット印刷及び図書等の購入並びにバス広告

合計 - 9,390             8,130                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 国民生活センター教育研修１回、県研修１回

（強化） 既存に加えて国民生活センター教育研修２回、県研修２回

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存） なし

（強化）

弁護士等による消費生活相談会を４時間×２回（相談員同席）
食品ロスの削減
　１　一般家庭からの生ごみの組成調査等の実施
　２　消費者等に対する周知・啓発の実施と、それによる消費者の認識・行動の変化の調査

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

（既存） 広報まつもとへ啓発特集記事年度２回掲載、窓口啓発用図書

（強化） 啓発冊子（５，０００部）、リーフレット（２，５００部）、被害防止ボールペン（３，５００本）、被害防止バス広告（３台）、相談用図書、被害防止ポスター

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（強化） 相談室多機能型電話・机の設置(記載漏れ）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 3,900             千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,290             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 510             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,780           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 13,900           千円

8,130           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,770           千円 20年度差 1,870           千円 前年度差 1,990           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター等の研修参加のための旅費を支給



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）

202037 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 上田市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員及び相談員の国民生活センター研修 283 283

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者被害防止のための啓発 2,042 2,042 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）

合計 - 2,325             2,325                 -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 相談担当職員及び相談員が県開催の研修に参加

（強化） 国民生活センターが開催する各種研修会へ参加するための研修旅費、受講料の支援（8人×1回）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 県から配布される啓発チラシ等を自治会回覧又は全戸配布

（強化）
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60,000部、若者用5,000部、高齢
者用5,000部等を作成配布。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配布（名入れボールペン、シャープペン
シル、トイレットペーパー等の啓発物品を各5,000個、高齢者世帯に対する啓発用パンフレット等を作成送付）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 3,120             千円

平成2４年度の消費者行政予算 8,867             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 3,200          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 5,667          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 8,338             千円

2,325          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 6,013          千円 20年度差 2,893          千円 前年度差 346             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25年度末予定 相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 3      人 平成25年度末予定 相談員数 3      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター研修会への参加支援



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）

202045 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 岡谷市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員、相談担当行政職員の国民生活センター等への研修参加支援を行う 484               363                   旅費、研修会参加負担金等

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

合計 - 484               363                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活相談を担当する行政職員や相談員が、１人当たり年1回国民生活センターが主催する研修等に参加

（強化） 既存に加えて、消費生活相談を担当する行政職員や相談員の国民センター等が開催する研修会への参加を年複数回にし、その旅費と参加費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 739               千円

平成24年度の消費者行政予算 3,873             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 596             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,277           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 5,105             千円

363             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,742           千円 20年度差 4,003           千円 前年度差 1,465           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談対応の充実を図るため、県や国民生活センター等が実施する研修に参加し、レベルアップを図る。



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）

202053 平成 25 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 飯田市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員を1名配置し相談業務の充実を図る 2,023             803                   賃金等803千円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

消費者の会、介護福祉関係機関、小中学校、まちづくり委
員会との連携による出前講座など積極的な啓発活動の実
施

1,600             1,600                
啓発用パンフレット490千円、啓発用ステッカー1,050千円、スク
リーン１台30千円、デジタルカメラ１台30千円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員のレベルアップのための研修参加支援 200               200                   研修旅費200千円

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

合計 - 3,823             2,603                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） 行政職員が行政職員担当者研修に参加し相談業務に対応。ＰＩＯ－ＮＥＴは検索使用のみ。

（強化） 消費生活相談員１名を配置し相談窓口を充実させる。啓発活動、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力も実施。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

（既存） 国民生活センター等既存の広報資料を活用配付

（強化）
悪質商法被害防止等に向けて、関係機関と連携し対象年齢に沿った出前講座等啓発活動の実施およびパンフレット等の配付。
特殊詐欺被害拡大防止に向けて、まちづくり委員会と連携し全世帯へ啓発ステッカーの配付。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 行政職員が国民生活センター主催行政職員研修に１回参加

（強化） 消費生活相談員が県及び国民生活センター主催の専門研修に参加しレベルアップを図る

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,875                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,023                      



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

①報酬の向上 ○ 消費生活相談に関する資格を有する者について報酬を向上させる

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 433               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,817             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,284           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 533             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 4,391             千円

2,603           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 803               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,788           千円 20年度差 1,355           千円 前年度差 1,255           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修旅費を支援する



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）

202061 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 諏訪市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員に係る支援 2,194             2,194                消費生活相談員報酬、交通費、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員の研修参加 156               156                   旅費、研修費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者被害防止のための啓発 1,197             990                   
チラシ作成及び世帯配布手数料、若者・中学生向けチラシ・
グッズの作成、悪質商法被害防止ステッカー・チラシの作成、被
害防止啓発用紙芝居及びパネル作成

合計 - 3,547             3,340                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費生活相談員（１名）の報酬、交通費、社会保険料

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が主催する研修に参加

（強化） 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

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 県からの啓発チラシ（くらしまるとく情報）の配布

（強化）
チラシ作成（22,000部×4回）及び全戸配布手数料（4回）、成人式対象者への消費者被害防止チラシ・グッズの購入及び配布（400部）、
中学３年生配布用チラシの購入（600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）、消費者団体と
のタイアップによる被害防止啓発用紙芝居(2セット）及びパネル（2枚）作成

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,416                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,194                      



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

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 1,006             千円

平成2４年度の消費者行政予算 6,473             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 5,551           千円

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 922             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 4,469             千円

3,340           千円

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

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,194             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,129           千円 20年度差 123             千円 前年度差 207             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センターが開催する研修への参加



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 710               710                  -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

悪質商法被害防止啓発出前講座用音響機器（ヘッドセッ
ト）の購入

710               710                  音響機器購入費用

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 須坂市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 202070 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 生声による出前講座の講演

（強化）
消費生活講演会、出前講座や高齢者を対象にした教室等において、活用する音響機器（ヘッドセット）を購入し、高齢者等の悪質商法
被害防止の啓発を行う。防犯団体と連携し、振り込め詐欺防止啓発寸劇を行う。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 77              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 213             千円 20年度差 -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）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 923               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 710             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 136             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 734             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 870               千円

平成20年度の消費者行政予算 326               



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）

202088 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 小諸市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考図書の整備（平成23年4月に消費生活センター設置）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

3                  3                      参考書籍購入費

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談員等の国民生活センター等主催研修への参加支援 48                48                    研修参加支援のための旅費・研修費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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

消費者被害防止のための啓発・教育 324               324                  啓発パンフレット等購入費

合計 - 375               375                  -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者トラブル対策、クーリングオフ活用法等書籍なし。

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（既存） 消費者行政担当職員が県が主催する研修に延1回参加。消費生活相談員に対する研修なし。

（強化） 相談業務強化・レベルアップのため、国民生活センター等主催の研修等に消費生活相談員及び消費者行政担当者が参加する旅費及び受講料を支援。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

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

（強化） 上記に加えて新たに、住民への啓発、教育のために悪質商法被害防止のための啓発用リーフレット等の配布(若者や高齢者等）。

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（強化） 消費者トラブル対策、クーリングオフ活用法等書籍購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 720               千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,531            千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,299          千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,232          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 1,620            千円

375             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,245          千円 20年度差 525             千円 前年度差 13              千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 国民生活センター主催研修等参加のための旅費・受講料を支援。



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）

202096 平成 25 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 伊那市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（非常勤職員） 2,207             2,207                消費生活相談員人件費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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

合計 - 2,207             2,207                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 消費生活センター開設によ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。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

ー 人

年間研修総日数 ー 人日

法人募集型

実地研修受入人数 ー 人

年間実地研修受入総日数 ー 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）

1,806                      

対象人員数
（報酬引上げ）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       2,207                      



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

①報酬の向上 ○ 日額単価を増額する。

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 812               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,970             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,042           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 928             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 3,052             千円

2,207           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 2,207             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 845             千円 20年度差 33               千円 前年度差 -83             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 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。



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）

相談員の研修参加支援 45 45 旅費、負担金

202100 平成 25 年度自治体コード

事業経費

都道府県名 長野県 市町村名 駒ヶ根市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の整備

事業名 事業の概要

235               235                   相談用スペース整備のため備品購入ほか

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

基金（交付金相当
分）対象経費

対象経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

悪質商法トラブル防止のための広報 157 157 消費者トラブル回避冊子作成、ちらし作成、全戸配布、

⑧消費生活相談体制整備事業

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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

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

合計 - 437               437                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 相談用スペースなし

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 担当職員が、県等で開催の研修に参加（１名）

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

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 消費生活啓発パンフレット全戸配布

（強化） 悪質商法の被害防止のための全世帯向けリーフレット10,000冊作成全戸配布

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（強化） 相談用スペースの整備…コピー機１台、整理棚、相談用机、事務用イス

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 599               千円

平成2４年度の消費者行政予算 725               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 370             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 355             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 504               千円

437             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 67               千円 20年度差 -532            千円 前年度差 -288            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



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）

202118 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 中野市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
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

48                 48                     旅費、研修会参加負担金

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

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

・国民生活センターから貸与している放射能測定機器の
　年１回のメンテナンス
・消費者が安心して生活できるよう、消費者被害にあわ
　ないための市民への啓発事業
・特殊詐欺被害防止のため、消費者講演会を実施

1,760             1,755                 

・放射能測定機器保守点検
・消費者被害防止啓発チラシを作成し全戸配布
・消費者被害防止啓発が掲載された全戸回覧用の回覧板の
　作成
・消費者講演会講師謝礼、参加者に啓発グッズを配布
　高齢者も参加しやすいよう送迎バス借上げ

合計 - 1,808             1,803                 -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 県が開催する担当者会議に出席

（強化） 国民生活センターが開催する研修会に参加（一人１回）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）
・放射線測定機器の保守点検は過去になし
・悪質商法の手口や対処法を紹介する啓発チラシを全戸配布
・全戸回覧用の悪質商法等啓発回覧板を作成（Ｈ23）

（強化）

・国民生活センターから貸与している放射線測定器の年１回の保守点検を実施する。
・最近増えている悪徳商法等の事案を踏まえ、より高齢者にもわかりやすい啓発チラシを全戸配布する。
・消費者被害防止等の啓発を掲載した全戸回覧用の回覧板を増刷し、市民の目に触れる機会を多くする。
・特殊詐欺被害防止を図るため、消費者講演会を実施する。

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 204                千円

平成2４年度の消費者行政予算 4,214             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 352             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,862          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 5,346             千円

1,803          千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3,543          千円 20年度差 3,339          千円 前年度差 -319           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 4      人 平成25年度末予定 相談員総数 4      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 4      人 平成25年度末予定 相談員数 4      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



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）

202126 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 大町市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の処遇改善 2,628             550                   専門相談員1名分の報酬増額経費

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活センター所長研修出張旅費 60                 30                     出張旅費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

司法書士による無料多重債務相談会の開催
放射性物質検査機器の保守点検及び消耗品費
悪質商法注意喚起チラシ作成及び配布

600               600                   
多重債務相談会開催4回分（司法書士謝礼）　60千円
放射性物質検査機器保守点検費430千円、消耗品費10千円
悪質商法注意喚起チラシ作成費100千円

合計 - 3,288             1,180                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） 相談員1名を配置

（強化） 積極的あっせんを行うことで問題の早期解決を図れるよう、専門相談員1名の処遇改善（報酬額の増）を行う。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費生活センター所長研修への参加なし

（強化） 消費生活センター所長研修への参加を行い資質向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 啓発チラシの作成、多重債務相談会の実施、食品の放射性物質の検査については実施をしていなかった。

（強化） 多重債務相談会の実施（年4回），放射能性物質の測定、悪質商法注意喚起チラシ作成・配布を実施する。

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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）

1       

対象人員数計 追加的総費用

1       550                        



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

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 1,796             千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,145             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 613             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,532           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 3,288             千円

1,180           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 550               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2,108           千円 20年度差 312             千円 前年度差 576             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 消費生活センター所長研修への参加



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消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑤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（研修参加支援）

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

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

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

担当職員及び相談員の国民生活センター等研修への参加 111 110 旅費、負担金　１１1千円

⑧消費生活相談体制整備事業

消費者が持ち込む食品の放射性物質を測定し、消費者
の安心・安全を確保する。

369 368 食品放射性物質測定器の点検・校正費用　368千円

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの新設 524 523

20213

看板の制作・設置費用（95千円）、参考図書の整備費用（20千
円）、消費生活センター周知用メモ帳制作代（出前講座・窓口
配布用1000部、69千円）、消費生活センター周知用リーフレット
印刷費（全戸配布用8000部、340千円）

平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 飯山市 自治体コード

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

- 1,004            1,001                -



２．活性化事業の詳細（交付金相当分）

（既存）

（強化）

事業名

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

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

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

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存） 担当職員の国民生活センター研修参加なし。

（強化） 担当職員及び相談員が国民生活センターの研修に参加。（３日間×３回）

（既存） 食品の放射性物質測定なし。

（既存）

（強化） 消費者が自ら栽培・採取した食品について、無料で放射性物質測定を実施。

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥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）

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センター設置なし。

（強化）
消費生活センター開設に伴い、看板を作成・設置（入口、窓口各１か所）。消費者相談対応のための参考図書を購入。消費生活セン
ター開設周知のためのリーフレットを作成し全戸に配布、窓口周知のためのメモ帳を1000部作成し相談者や出前講座・イベントで配布。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（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．消費生活相談体制整備事業（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
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

実地研修受入人数

実施形態 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数 人日

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 334               

④その他

-                  千円

424             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

うち基金（交付金相当分）対象外経費

1,004            千円

1,001          千円

-                  千円

人 平成25年度末予定 相談員数 -      人平成24年度末 相談員数 -      

千円

平成2４年度の消費者行政予算 428               千円

平成2５年度の消費者行政予算

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象経費 4                千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

20年度差 -331           

-                  千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 3                

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数

千円 前年度差 -421           千円千円

相談員数 1      

相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 -      人 -      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

②研修参加支援

③就労環境の向上

人

うち委託等の相談員

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上



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）

202142 平成 25 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消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活相談室の機能の拡充を図る

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

350               350                   
相談窓口図書等の購入。啓発等の拡充を図るための機器(液晶テレビ・
DYDﾌﾟﾚｰﾔｰ・テレビ台、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ・ｹｰﾌﾞﾙ)の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業
増大する相談業務に対応すること、またＰＩＯ－ＮＥＴの迅
速な入力ができる様相談員を1名増員する。

2,129             1,813                相談員賃金、社会保険料等

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
相談員を国民生活センターで開催される研修に参加し、
相談員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図る。

216               216                   研修参加費（旅費、負担金）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

72                 72                     相談会時司法書士謝礼

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

消費者啓発用チラシの配布、高齢者等出前講座使用冊
子の購入及び紙芝居の作成

1,182             1,181                
消費者トラブル情報印刷費、高齢者等出前講座使用冊子の購
入、啓発用回覧板の購入、啓発用紙芝居の作成

合計 - 3,949             3,632                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 要件を具備した消費生活センターが開設された。参考図書（消費者六法２０１1年版、消費者問題にかかわる書籍を整備）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 増大する相談業務に対応すること、またＰＩＯ－ＮＥＴの迅速な入力ができる様相談員を1名増員する。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（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2回以上増とし研修参加支援を強化する（既存分を除く）。

⑧消費生活相談体制整備事業

（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）。

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

（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）
高齢者等向けの冊子（800部）を購入し出前講座に使用する。市民向けの消費者トラブル情報チラシを全戸回覧3回（各4,500部）実施する。啓発用の回覧版を作成し、行政
区の回覧版として使用する。紙芝居を作成し出前講座で使用する。

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）
センター機能拡充のため、参考図書(消費者六法2013年版等）の購入や啓発用機器の増設（液晶テレビ・DYDﾌﾟﾚｰﾔｰ・テレビ台、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ・ｹｰﾌﾞﾙ）を購
入しセンターの拡充を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,680                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       2,129                      



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

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 1,470             千円

平成2４年度の消費者行政予算 3,787             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 2,281           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,506           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 5,238             千円

3,632           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,813             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,606           千円 20年度差 136             千円 前年度差 100             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 研修参加のための諸費等を支援する（研修会数の増）



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 202177 平成 25 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 佐久市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 消費生活センターの新設 4,458 4,458 消費生活センター事務室・相談室、備品・機器の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談機能の充実強化事業 349 349 消費生活相談員の配置

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

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

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（事業者指導や法執行等）
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 4,807             4,807                -



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費生活センターの設置無し

（強化） 消費生活相談に関して、機能強化を図るため、消費生活センターを設置

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談に対する専従相談員の配置なし

（強化） 消費生活相談業務に関して、機能強化を図るため、専従相談員を配置

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）
※先駆的事業は当該欄に記載

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（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 研修参加・受入要望

自治体参加型

参加者数 人

年間研修総日数 人日

法人募集型

実地研修受入人数 人

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       210                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       349                        



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 670               千円

平成2４年度の消費者行政予算 410               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象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 410             千円

平成2５年度の消費者行政予算 9,578             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 4,807           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 349               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 4,771           千円 20年度差 4,101           千円 前年度差 4,361           千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定

平成25年度末予定 相談員数 1      人

3      人

相談員数 2      

相談員数 -      人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 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24年度末

④その他

②研修参加支援

③就労環境の向上



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

202193 平成 25 年度

事業名 事業の概要 事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費
対象経費

都道府県名 長野県 市町村名 東御市

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 参考書籍の配備

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

18                 18                     参考書籍の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活専門相談員（非常勤職員）の配置 1,149             1,149                
非常勤職員の賃金、通勤手当の支給。25年度から週3回（毎週
火・水・金曜日）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費生活相談員の研修参加支援 20                 20                     旅費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

合計 - 1,187             1,187                -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者行政担当者（兼務）が相談に対応。執務参考図書は年度版のみあり。

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化）
新たに週3日相談窓口を追加し、毎週火・水・金曜日に消費者相談窓口を設置。臨時職員1名を配置。（平成23年度は週1日水曜、平成
24年度は週2日火・水曜）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 消費者行政担当者（兼務）が県主催の研修会に参加（１回）。

（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。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化） 相談担当職員及び相談員の知識習得による相談対応の向上のための参考書籍を購入する。（年度版更新分とその他執務資料）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       1,209                      

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       1,149                      



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 消費者相談窓口を平成23年度週1日、平成24年度週2日、平成25年度週3日に増設

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 511               千円

平成2４年度の消費者行政予算 2,018             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,426           千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 592             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 1,845             千円

1,187           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 1,149             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 658             千円 20年度差 147             千円 前年度差 66               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 310               300                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

リーフレット等の作成配布,配布 310               300                   リーフレット等の作成

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 軽井沢町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 203211 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 悪徳商法等の被害防止リーフレット６０００部作成全戸配布を行う。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

3      人

相談員数 1      うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 3      人 平成25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 10               千円 20年度差 -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）対象の賃料、人件費等 千円

平成2５年度の消費者行政予算 310               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 300             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 10               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 378             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 388               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）

203238 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 執務参考書の購入・配備

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

6                  5                      

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者相談担当者の研修会参加旅費 6                  6                      

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者被害を未然防止のための啓発資料、物品の購入 96                 96                     

合計 - 108               107                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 担当職員の相談対応のための参考書籍所持（消費者六法、特定商取引に関する法律の解説、トラブル事例集など）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（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基礎研修会への参加。（担当職員１名×１回）

（強化） 県消費生活センターが開催する専門研修会への参加。（担当職員１名×２回）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 広報誌、オフトーク放送を活用した啓発や注意喚起。町民向けの啓発資料、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）。悪質商法被害防止パンフレットを各区に回覧（640部）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化） 益々巧妙化する悪質商法に対する相談対応、啓発資料作成のための参考図書の購入。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 千円

平成2４年度の消費者行政予算 106               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 105             千円

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 108               千円

107             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

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 前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25年度末予定 相談員総数 -      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 88                 88                     -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者被害防止のためのパンフレット作成 88                 88                     

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 立科町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 203246 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 町有線放送・広報誌・行政チャンネルを活用した啓発

（強化） 高齢者向けの被害防止パンフレットを作成し全戸配布（2,８00部）する。

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -8               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 -17             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2５年度の消費者行政予算 148               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 88               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 68               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 25               千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 93                 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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 500               500                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

出前講座等開催時に使用する冊子購入 500               500                   

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 下諏訪町

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 203611 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者の会の勉強会や町民を対象とした出前講座開催時に使用する冊子３,０００部購入

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -13             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 334             千円 20年度差 -66             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2５年度の消費者行政予算 834               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 500             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 347             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 1,031           千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,378             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）

203629 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員等の研修会への参加支援（２名） 35                 7                      研修参加旅費

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

被害者被害防止のための啓発資料作成配布
啓発活動時使用機材購入
啓発紙芝居用消耗品購入

887               749                   
①被害防止啓発のためのシール作成（５０００部）　４２０，０００円
②出前講座等で使用する放送機材購入　３２２，９００円
③啓発紙芝居用舞台　　６，５８０円

合計 - 922               756                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 県開催の研修会等に相談担当職員等２名が参加するための旅費を支援

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） 町広報誌への啓発記事の掲載

（強化） ①被害防止啓発のためのシール作成、全戸配布（５０００部）　②出前講座等で使用する放送機材購入　③啓発用紙芝居用舞台購入

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 499               千円

平成2４年度の消費者行政予算 695               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 232             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 463             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 1,333             千円

756             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 577             千円 20年度差 78               千円 前年度差 114             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 880               878                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者被害防止のための啓発 849               848                   広報資料・啓発品購入費

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

民生児童委員へ啓発品を配布 31                 30                     教材購入費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 南箕輪村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 203858 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存） 強化内容の事業なし

（強化） 民生児童委員へくらしの豆知識を配布

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（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） 消費者被害防止啓発パンフレット配布（高齢者用1,000部、食品中の放射性物質・押し買い被害防止－全戸配布5,200部、成人式対象者170部）、村民センター啓示用啓発パネル購入

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -348            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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                 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2５年度の消費者行政予算 880               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 878             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 350             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 970             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,320             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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 128               128                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

住民への消費者被害防止の啓発 128               128                   紙芝居　15　　ヘッドセット形マイクロホン　１１3

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 原村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 203637 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 消費者啓発用紙芝居　無し、ヘットセット形マイクロホン無し

（強化） 各地区や集会へ出向いて、紙芝居により特にお年寄りなどに解りやすく悪質商法などの被害防止の啓発

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 1                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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               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2５年度の消費者行政予算 142               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 128             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 13               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 13                 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）

20386 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 相談担当職員国民生活センター研修の参加支援（1名） 24                 23                    

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

・村内農作物の放射能検査を行い消費者に状況を提供
 する
・消費者被害防止のための啓発活動・情報提供・周知

174               173                   
・放射能物質（ヨウ素131、セシウム134）核種分析農作物等
 30検体×5,250円
・啓発用リーフレット全戸配布

合計 - 198               196                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存） 担当職員が県主催の研修に参加（県内出張のため旅費なし）

（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（１回）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）
・村内で生産販売する農産物等の測定は行っていない。
・送付されたリーフレットなどを自治会回覧

（強化）
・村内で生産・販売する農作物の放射線測定委託を行い（30品目）（各検体１回ずつ出荷時期に合わせて測定）、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。

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する
事業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（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

④その他

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 7                  千円

平成2４年度の消費者行政予算 531               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 512             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 19               千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 198               千円

196             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 2                千円 20年度差 -5               千円 前年度差 -17             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 2      人 平成25年度末予定 相談員総数 2      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 2      人 平成25年度末予定 相談員数 2      人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 46                 45                     -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

住民へのチラシ配布や広報での呼びかけ 46                 45                     高齢者向け啓発パンフレット

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 大桑村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 204307 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） 住民へのチラシ配布、広報誌等による消費者関係情報呼びかけ

（強化） 住民へチラシ配布、ポスター等掲示、広報誌、音声放送による消費者関係情報の呼びかけ

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -37             千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 17               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2５年度の消費者行政予算 62                 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 54               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 45               千円

千円

平成2４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 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）

204811 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 多重債務等の相談員1名の配置 667               333                   相談員賃金　101日×日額6,600円×1/2

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 消費者行政担当者(相談員含む）の質的向上を図る研修参加 56                 55                     旅費　県外（東京1泊2日）　　27,900円×2人

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

消費者啓発用のシールセットを全戸配布（3,500部） 313               312                   消耗品費　＠85円×3,500部×1.05

合計 - 1,036             700                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） なし

（強化） 多重債務等の問題を抱える人に対し支援と解決に向け相談員を1名配置する

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（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の消費生活問題の外部研修に参加

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 勧誘等消費者トラブルへの対処を啓発するためシールセットを全戸配布する（3,500部）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       782                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       667                        



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

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 45                 千円

平成2４年度の消費者行政予算 919               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 492             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 427             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 1,149             千円

700             千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 333               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 449             千円 20年度差 404             千円 前年度差 22               千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援



市町村事業計画様式

０．基本データ

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 600               600                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

高齢者の悪徳商法被害防止のための啓発資材の作成 300               300                   啓発資材作成費用

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

消費者の会との連携による出前講座、講演会の開催 300               300                   講演会費用、出前講座に係る費用

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 松川村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード 204820 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 消費者の会との連携による出前講座、講演会の開催

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（既存） なし

（強化） 高齢者の悪徳商法被害防止のための啓発資材の作成

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（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．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25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 -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2５年度の消費者行政予算 645               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             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 45               千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 600             千円

千円

平成2４年度の消費者行政予算 645               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）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

合計 - 153               150                   -

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

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

啓発用リーフレットによる啓発の実施 149               147                   啓発用リーフレットの作成費用

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑧消費生活相談体制整備事業

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

4                  3                      執務用参考図書等の購入費用

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

都道府県名 長野県 市町村名 白馬村

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充） 相談窓口の体制強化のための参考図書等の補充

自治体コード 204854 平成 25 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）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

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

（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は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の意識向上を目的とした啓発の強化を図る。特に高齢者向けた啓発を目的としてリーフレット3,000部を作成
し、全世帯に配布

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存） 消費者行政用の参考図書なし

（強化） 消費者相談窓口の体制強化のため、参考図書等を購入して補充をする。



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（市町村分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（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



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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25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24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定

前年度差 -                 千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 -      人 平成25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 305             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2５年度の消費者行政予算 455               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2４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）

205613 平成 25 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

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）

自治体コード

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員として非常勤職員１名を任用し配置する。 1,066             500                   消費生活相談員賃金（週２日勤務）　@\6,400×９４日＝601,600円

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

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

合計 - 1,066             500                   -

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

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務



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消費生活相談機能整備・強化事業
（新設・増設・拡充）

（既存）

（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）
（既存）

（強化）

（既存） 消費生活相談窓口の設置は行ったものの、相談員の配置はなし。

（強化） 週２日勤務の消費生活相談員１名を臨時職員で任用し、窓口での相談対応や消費者被害の未然防止に向けた広報啓発資料作成等を実施。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）

（強化）

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

（既存）

（強化）

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

（強化）

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

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（先進性・モデル性の高い事業）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）
（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務
（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．消費生活相談体制整備事業（市町村分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

自治体参加型

参加者数

実施形態 研修参加・受入要望

- 人

年間研修総日数 - 人日

法人募集型

実地研修受入人数 - 人

年間実地研修受入総日数 - 人日

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1       752                        

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

1       601                        



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

①報酬の向上

③就労環境の向上

平成20年度の消費者行政予算 389               千円

平成2４年度の消費者行政予算 1,324             千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 282             千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 1,042           千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成2５年度の消費者行政予算 1,066             千円

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）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 500               千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 566             千円 20年度差 177             千円 前年度差 -476            千円

消費生活相談員の配置 平成24年度末 相談員総数 1      人 平成25年度末予定 相談員総数 1      人

うち定数内の相談員 平成24年度末 相談員数 人 平成25年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 平成24年度末 相談員数 1      人 平成25年度末予定 相談員数 1      人

人 平成25年度末予定 相談員数 人

処遇改善の取組 具体的内容

うち委託等の相談員 平成24年度末 相談員数

②研修参加支援 ○ 相談員のスキルアップを図るべく、県等が開催する研修会に参加。


