
都道府県コード 200000

平成 年度25

長野県 事業計画



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）

↑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

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額

①参加者総数

②年間研修総日数

28                         

26,165                        38,843                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

1,802                          

9,898                          

-                                

5,585                     

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

③参加自治体

94,070                                                            

96,081                                                            

法人募集型

自治体参加型

６.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

3,783                          

管内全体の研修参加

45%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数

94,070                   50,400                        

209,097                                                          

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

43,670                        

都道府県予算

消費者行政予算総額

113,016                                                          

-                                

合計

5,805                          5,805                     

65,008                   

-                                

7,774                          

-                           

-                                

-                           

17,672                   

事業計画【総括表】

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

-                                -                           

平成 25 年度 長野県

事業名

-                                



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）

⑭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）

消費者のステージ別に消費者教育を推進　被害の未
然防止を図るためのキャンペーンを実施

8,458         8,458           
消費者被害防止キャンペーン推進事業（イメージキャラクター
作成委託料、キャンペーン推進会議委員旅費）高齢者見守りモ
デル事業（講師謝金、啓発グッズ作成費）

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（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

県内で消費者問題に取り組む多様な団体への支援 1,400         1,400           

旅費　参加負担金

民間団体補助金

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（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

消費者の自立支援に向けた教育・啓発の強化

非常勤職員報酬・費用弁償・社会保険料（外、雇用保険本人負
担33）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委
員会）※被災４県のみ

⑬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）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援
相談業務のレベルアップを図り、市町村の相談員への
助言・支援を行うため、外部機関が開催する研修への
相談員の参加を支援

28,985        28,985         
　テレビＣＭ・ラジオスポット・啓発用ＤＶＤ制作（委託料）　、ポス
ター・リーフレット印刷、啓発グッズ作成費等

50,433       

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

2,809         

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
市町村の相談担当職員のレベルアップを図るための研
修開催

事業名

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

974            

基金（交付金
相当分）
対象経費

7,774           

事業経費

2,809           

974             

合計

7,807         

50,400        

対象経費

講師謝金・旅費　資料代

事業の概要



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬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）

⑭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）

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（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）

（既存）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

（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（消費者の安心・安全を確保するための取
組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新
規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化が対象。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

（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）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（強化）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（既存）

（既存）

なし

市町村の消費生活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か所×1、全県対象×１）

消費生活相談に必要な個別分野の詳細な知識の習得を図るとともに、苦情処理のあっせんに対応できる実務的研修を2講座15日開催

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）

相談窓口業務の充実を図り、市町村相談員への支援につなげるため、消費生活センター相談員及び市町村相談支援員を国民生活セ
ンター・経済産業省等開催の専門性の高い研修（法知識習得・事例研究研修）に派遣

事務職員が通常業務の範囲で市町村相談窓口の機能強化に向けた助言を実施

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名）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名）

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

テレビ、ラジオ等多様な媒体、場所、機会を利用してトラブルや被害防止のアドバイスを発信　学校における消費者教育を推進

県内の民間団体が実施する消費者問題に関する学習会・講演会等の実施経費に対する補助

なし

「悪質商法撃退！！消費者被害防止キャンペーン」実施（イメージキャラクターを作成してキャンペーン事業の県下全域への浸透を図
る。キャンペーン推進会議を設置し、行政機関、事業者、関係団体が連携して消費者被害防止に取り組む。）



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載）

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

3       

実地研修受入人数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

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）

3       7,774            

参加者数

法人募集型

人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型

5,580             

年間研修総日数 人日 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）

対象人員数計 追加的総費用



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）

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）

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）

長野市、松本市、上田市、諏訪市、須坂市、小諸
市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野
市、軽井沢町、御代田町、立科町、下諏訪町、富
士見町、原村、南箕輪村、中川村、大桑村、池田
町、松川村、白馬村

⑧消費生活相談体制整備事業

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） 1,986          

長野市、飯田市、南箕輪村、松川村

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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）

センター周知（リーフレットほか）
拡充（多機能電話・机・参考書籍・看板設置・液晶テレビ・
デジタルカメラ）
新設（事務室・相談室整備、備品購入）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
松本市、小諸市、飯山市、茅野市、佐久市、東御
市、御代田町、白馬村

5,808          5,805          

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

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
概要

消費者行政担当者（非常勤）の増員配置及び報酬引き
上げ

国民生活センター・県等が開催する消費者行政に係る研
修への参加支援（旅費、負担金、教材費）

1,802          

3,095          

飯田市、諏訪市、伊那市、大町市、茅野市、佐久
市、東御市、池田町、山ノ内町

14,412         

消費者被害防止のための啓発物品作成（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・クリア
ホルダー・ステッカー等）専門家による相談会開催、放射
線測定機器の点検、啓発掲示用パネル、講座用機材の
購入

9,898          

自治協議会、消費者団体等が開催する講演会への支援
消費者の会、介護福祉機関、小中高校との連携による啓
発活動用スクリーン・カメラの購入

長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪
市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山
市、茅野市、東御市、御代田町、富士見町、中川
村、池田町

食品ロスの削減への取組、弁護士等専門家が同席する
消費生活相談会の開催

17,088         

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

16,718         

3,097          

6,352          7,612          

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

⑫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）

松本市、茅野市

43,670        合計 50,003        



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

３．消費生活相談体制整備事業（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

9       11,869            

対象人員数
（報酬引上げ）

2       

人日

9,730              

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

7       

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数



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

43,670             36,458             

62,616             64,985             

94,070            

千円

50,400            

43,670            

うち基金（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

209,097           179,959           

千円

15,683            千円 50,400             千円

前年度差

13,314             

平成24年度 平成25年度

千円

34,717             

千円

80,257             

③都道府県全体の消費者行政予算総額

積増し相当分

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-2,369            千円

千円

千円

千円

8,612              

-                    千円

-千円

7,212              

15,824             

-

99,702             千円 113,016           

千円 96,081             

45%

千円

45%

22,895            

29,138            -

千円 -

千円

-                    

-

チェック項目

-

45%

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 108,784           千円 115,027           6,243              

43,799             

千円

71,175            

千円

千円

千円

千円千円 52,411             

-

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 -                    

94,070            

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

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

-                     

240,127           

187,716           

52,411             

18                   

18

125,100           

125,100           

28.14806835

千円

千円

％

％

％45.45123385

21.16615431うち都道府県

うち管内市町村

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25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

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

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



２－３．消費者行政予算について③

-16,826           

56,052             

12,382             千円

千円

千円

千円

千円

-4,444             

52,411             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 7,774               千円

千円

千円

113,016           

50,400             

33,574             

平成20年度 平成25年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

96,081             

43,670             

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 17,703             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 119,471           千円 千円115,027           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 9,929               

千円

千円

209,097           

94,070             

89,626             

千円

千円

119,471           千円

千円

千円

千円

40,029             千円

62,616             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



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

３．基金の管理

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

平成24年度末

うち委託等の相談員

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成24年度末

平成24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

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

平成24年度末

千円

94,070                              千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） 26,512                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 120,572                            

平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

17       

15       相談員総数

相談員数

相談員数

15       

平成25年度末予定

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

10                                    千円

千円

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

千円

人

17       人

-                                     千円

-                                     

千円
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