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資料編 

資料４ 消費者行政関係研修の実施・参加状況 

（都道府県及び政令指定都市）（平成 28年度） 

 



５．消費者行政関係研修実施・参加状況
（１）研修実施状況（都道府県、政令指定都市）

(平成28年度)
都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（全道初任者研修）

市町村において消費者
行政に従事する者のう
ち未経験者や経験の浅
い者

消費者行政の基本、消費生活相談
処理に必要な基礎的知識等

相談員、センター職員
等

1

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（全道専門研修）

市町村において消費者
行政に従事する者

消費生活相談処理に必要な専門的
な知識等

弁護士、大学教授等 2

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（地域基礎研修）

市町村において消費者
行政に従事する者

消費生活相談処理に必要な基礎的
知識、具体的な事例を踏まえた相
談処理技法、最新の消費生活関連
情報等

相談員、センター職員
等

14

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（地域専門研修）

市町村において消費者
行政に従事する者

消費生活相談処理に必要な専門的
な知識等

弁護士 9

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（実務研修）

市町村において消費者
行政に従事する者のう
ち未経験者や経験の浅
い者

消費者行政の基本、消費生活相談
処理に必要な基礎的知識、ＰＩＯ
－ＮＥＴ操作等

相談員、センター職員
等

12

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（随時研修）

市町村において消費者
行政に従事する者

市町村の希望に応じた内容
相談員、センター職員
等

8

1 北海道
消費者行政等支援セミナー
（現地研修）

市町村において消費者
行政に従事する者

市町村の希望に応じた内容
（各市町村へ出向いての研修）

相談員、センター職員
等

47

1 北海道
初任者研修（景品表示法・
食品表示法）

道担当職員
新たに景品表示法及び食品表示法
を担当する職員に対する法の概要
や相談・検査対応についての研修

本庁職員 1

1 北海道 貸金業法担当者研修 道担当職員
振興局で貸金業を担当する職員に
対する登録事業者の監督について
の研修

本庁職員 1

2 青森県 事例検討会
県・市町村の担当者、
相談員

相談事例の検討会 アドバイザー弁護士 12

2 青森県
市町村相談対応レベルアッ
プ研修会

県・市町村の担当者、
相談員

相談対応の実務
青森県消費生活セン
ター
主任相談員　三上智美

1

2 青森県
青森県消費生活相談員人材
バンク研修会

青森県消費生活相談員
人材バンク登録者

特定商取引法の実務と改正特定商
取引法

礒　裕一郎　弁護士 1

2 青森県
消費生活相談員資格試験対
策講座

相談員
消費生活相談員資格試験合格を目
指す試験対策研修

青森県消費生活セン
ター　　　相談・啓発
専門員　田中栄子

2

2 青森県 消費生活相談員研修
県・市町村の担当者、
相談員

各分野から講師を招き専門分野の
知識を深め相談対応のレベルアッ
プを図る

国民生活センター、生
命保険文化センター等

5

3 岩手県
食品表示法の施行に伴う説
明会

食品表示行政に従事し
ている県の職員

食品表示法、食品表示基準、執行
体制及び権限の移譲についての説
明

県職員 3 県民くらしの安全課

3 岩手県
家庭用品品質表示法及び消
費生活用製品安全法に係る
事務研修会

家庭用品品質表示法及
び消費生活用製品安全
法を担当する県及び市
町村職員

家庭用品品質表示法及び消費生活
用製品安全法に基づく立入検査等
について

県職員 1 県民生活センター

3 岩手県
消費生活相談員レベルアッ
プ講座

消費生活相談業務に従
事している県及び市町
村の職員

消費生活に関係する各分野の専門
家による講義及び演習

消費者問題専門家、消
費生活専門相談員、弁
護士等

10 県民生活センター

3 岩手県
消費生活相談員スキルアッ
プセミナー

消費生活相談業務に従
事している県及び市町
村の職員

幅広い相談に対応するため、消費
生活と関係の深い各分野に関する
研修

県職員、協会等各分野
の専門家

10 県民生活センター

3 岩手県 生活問題事例研究会
消費生活相談業務に従
事している県及び市町
村の職員

複雑多様化する消費生活相談に的
確かつ迅速に対応するための具体
的な相談事例を題材とした処理方
法の検討や弁護士による助言、関
係法令の講義

弁護士 10 県民生活センター

3 岩手県
小中高等学校消費者教育研
修会

小中高等学校の主に社
会科、家庭科担当教員

消費者教育推進に係る社会科、家
庭科の実践や教材研究について

消費者教育支援セン
ター職員、大学教授等

3 県民生活センター

4 宮城県
第１回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

市町村及び県消費生活
相談員並びに消費者行
政担当職員

「国民生活センター越境消費者セ
ンター（ＣＣＪ）の概要と相談状
況等について」

国民生活センター職員 1
宮城県市町村消費生活相
談員連絡協議会との共催

4 宮城県
第２回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

市町村及び県消費生活
相談員並びに消費者行
政担当職員

「消費者市民社会について」 県外大学教授 1
宮城県市町村消費生活相
談員連絡協議会との共催

4 宮城県
第３回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

市町村及び県消費生活
相談員並びに消費者行
政担当職員

「日本貸金業協会の概要と活動状
況」「カウンセリング的アプロー
チを活用した債務相談対応」

国職員 1
宮城県市町村消費生活相
談員連絡協議会との共催

4 宮城県
第４回消費生活相談員等レ
ベルアップ研修会

市町村及び県消費生活
相談員並びに消費者行
政担当職員

「原状回復ガイドラインと敷金精
算トラブルの相談対応」

県外事業者 1

4 宮城県
消費生活相談員研修会（一
泊研修）

市町村及び県消費生活
相談員並びに消費者行
政担当職員

「消費生活相談業務の基本につい
て」「情報の取扱いについて」
「消費生活相談におけるメディ
エーション」「農業と消費生活～
生産者と消費者」「地域における
見守り体制と消費生活相談」

県職員・相談員，県内
事業者，県外事業者

1
宮城県市町村消費生活相
談員連絡協議会との共催

5 秋田県 消費生活相談員等研修
市町村相談員及び相談
担当職員

電気通信サービスの消費トラブル 外部専門家 1
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都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

5 秋田県 消費生活相談員等研修
市町村相談員及び相談
担当職員

クレジット・電子マネー決済等 外部専門家 1

5 秋田県 消費生活相談員等研修
市町村相談員及び相談
担当職員

ＣＣＪの概要と相談状況 国民生活センター職員 1
全国相談員協会東北支部
と共催

6 山形県
市町村等消費生活相談新任
担当職員研修会

市町村等における新任
の消費生活相談を担当
する職員

消費生活相談に必要な一般的かつ
基礎的な知識、技法の習得を目的
として研修を実施

県警察本部職員、
県消費生活センター職
員

2

6 山形県
市町村等消費生活担当職員
研修会

各市町村消費者行政相
談担当者、消費生活セ
ンターの消費生活相談
員等

ADR（裁判外紛争解決手続き）に
ついて研修を実施

国民生活センター紛争
解決委員会事務局職員

1

6 山形県
多重債務相談市町村等担当
者研修会

各市町村消費者行政担
当者、福祉担当者、納
税担当者、消費生活セ
ンター相談員等

多重債務相談事例と対策、相談対
応の実践について研修を実施

弁護士、日本貸金業協
会職員

2
財務省東北財務局山形財
務事務所と共同実施

6 山形県 消費生活相談事例検討会
各市町村及び県消費生
活センター消費生活相
談員

消費生活相談の困難事例について
検証する研修を実施

弁護士 5

7 福島県 消費生活相談員等専門研修
県市町相談員及び市町
村相談担当職員

相談事例の多い消費者問題のテー
マを取り上げ相談対応技術の向上
を図る

国担当者、相談員、県
職員等各分野の専門家

2
1回目は国セン講師派遣
事業を利用

7 福島県
市町村消費生活相談窓口担
当者研修

市町相談員及び相談担
当職員

消費者トラブルの複雑・多様化に
対応するため初任者を対象に研修
を実施

国担当者、相談員、県
職員

6

8 茨城県 相談員スキルアップ研修会
県・市町村消費生活相
談員及び相談担当職員

相談対応能力の向上を図るため，
各分野での著名な講師を迎えて講
演会を開催

各分野の専門家，弁護
士，行政職員等

6

8 茨城県 相談員レベルアップ研修会
県・市町村消費生活相
談員及び相談担当職員

相談対応能力の向上を図るため，
弁護士を交えた事例検討会を開催

県内の弁護士 2

8 茨城県 相談員地区別研修会
市町村消費生活相談員
及び相談担当職員

少人数での事例検討会
県消費生活センターの
市町村消費生活相談支
援員

10

8 茨城県 新任消費生活相談員研修会
新任の市町村消費生活
相談員

相談を受けるに当たっての基本的
事項に関する講義及び相談対応の
実技研修

県消費生活センターの
市町村消費生活相談支
援員，県消費者行政職
員

2 前期１回，後期１回

9 栃木県
消費生活相談員等スキル
アップ研修（相談処理研
修）

県・市町相談員及び相
談担当職員

消費生活相談に関する具体的事例
の処理方法等をゼミ形式により研
究

ＮＰＯ法人理事 25

9 栃木県
消費生活相談員等スキル
アップ研修（関係法令研
修）

県・市町相談員及び相
談担当職員

関係法令について講義を実施 弁護士、大学教授等 5

9 栃木県
消費生活相談員等スキル
アップ研修（通信講座）

県・市町相談員及び相
談担当職員

消費生活相談に必要な各種法律に
ついて、通信教育を行い、スクー
リングを実施

弁護士 4

9 栃木県
消費者行政担当者及び新任
等相談員研修

県・市町相談員及び相
談担当職員

消費生活相談に必要な基本的事項
について研修を実施

弁護士、ＮＰＯ法人理
事

11

9 栃木県
市町消費生活相談窓口担当
者研修

県・市町相談員及び相
談担当職員

市町消費生活相談業務に必要な知
識や技術習得のための研修

（一財）の外部専門家 1

9 栃木県
多重債務者相談窓口担当者
研修

県・市町相談員及び相
談担当職員

多重債務問題への理解促進と相談
業務の効率的な推進を図るための
研修

弁護士 1

9 栃木県
消費生活相談員向け説明
会・研修会

県・市町相談員及び相
談担当職員

消費生活相談に要する専門知識の
向上を図るため、事例検討を実施

県職員、大学准教授 1

10 群馬県 消費生活相談員ゼミナール 相談員
消費生活問題に精通した弁護士を
講師にゼミ形式での講座を実施

弁護士 4

10 群馬県
家庭用品品質表示法・消費
生活用製品安全法説明会

消費者行政職員
家庭用品品質表示法・消費生活用
製品安全法に係る立入検査につい
ての説明会を実施

県職員 1

10 群馬県
消費生活相談技術向上研修
会

市町郡相談員及び消費
者行政職員

消費生活相談を行う上での必要な
知識（法律や社会情勢など）につ
いての研修を実施

弁護士、公益財団法
人、各省庁職員などの
有識者

8

11 埼玉県 消費生活相談員等研修
県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

消費生活相談員の専門研修等を実
施

弁護士、主任消費生活
相談員等

8 レベルアップ研修

11 埼玉県 消費生活相談員等研修
県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

消費生活相談員の専門研修等を実
施

弁護士、主任消費生活
相談員等

8 レベルアップ研修

11 埼玉県
消費者契約に関する基礎法
令事例研究会

県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

各回テーマにより、消費者関連法
令の解釈及び事例検討を実施

弁護士 12

11 埼玉県
消費者行政担当職員研修
（新任）

新たに消費者行政を担
当することになった県
内消費者行政担当職員

消費者行政に関する基礎的な知識
について研修を実施

弁護士、県職員 1

11 埼玉県
消費者行政担当職員・消費
生活相談員研修

県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

第１回　消費生活相談のための
「オンラインゲーム講座」
第２回　楽天の決裁関連サービス
と消費者トラブル　　について研
修を実施

事業者団体職員等 2
埼玉県消費生活コンサル
タントの会と共同実施

11 埼玉県 法令研修会
県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

電気通信事業法改正後の消費者保
護説明会について研修を実施

弁護士 1

11 埼玉県

埼玉弁護士会消費者問題対
策委員会、埼玉県消費生活
コンサルタントの会及び消
費者行政との懇談会

県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

埼玉弁護士会消費者問題対策委員
会の活動状況報告他について研修
を実施

弁護士 1
埼玉県弁護士会及び埼玉
県消費生活コンサルタン
トの会と共同実施

11 埼玉県 事業者団体相談事例研究会
県内消費者行政担当職
員及び消費生活相談員

不動産売買や住宅賃貸借契約に係
るトラブルについて研修を実施

－ 1
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都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

11 埼玉県
平成28年度南関東ブロック
消費者センター商品テスト
担当者会議

南関東９都県市及び北
関東３県の商品テスト
担当者

講演
・国民生活センターの業務と商品
テスト事例
・一般財団法人家電製品協会消費
者啓発活動の紹介

・国民生活センター商
品テスト部職員
・家電製品協会消費者
組織交流委員会委員

1

12 千葉県
市町村消費者行政担当職
員・消費生活相談員研修

市町村の担当者･相談員

消費者相談に関する基本的な事項
のほか、消費者関連の法改正や消
費者相談の多い問題等からテーマ
を選択して研修を実施

県ｾﾝﾀｰ消費生活相談
員、団体職員等

3

12 千葉県
消費生活相談員等レベル
アップ研修

県・市町村の担当者･相
談員

・消費生活関係法令及び消費生活
相談の事例に対応するために必要
な基礎的な知識
・対応困難者や不誠実な事業者な
ど困難事例に対応するために必要
な相談処理技法
・地域での消費生活講座の講師を
担うために必要な基礎知識及び技
法

公益社団法人全国消費
生活相談員協会

1

≪基礎コース≫6時間×4
日
≪実務コース≫6時間×3
日
≪講師養成講座≫6時間
×1日

12 千葉県
多重債務相談窓口担当者研
修会

市町村相談員及び相談
窓口担当職員

多重債務問題とヤミ金の現状につ
いて研修を実施

司法書士会、弁護士会 1

12 千葉県
製品安全４法等に係る市町
村担当者会議

市町村担当職員

製品安全４法（消費生活用製品安
全法、電気用品安全法、ガス事業
法及び液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する法律）
並びに家庭用品品質表示法に基づ
く立入検査等の事務について研修
を実施

県職員・消費者庁職
員・関東経済産業局職
員

1

12 千葉県 スマートフォンセミナー 県相談員
スマートフォンの一般的な使用法
及び使用にあたる注意点について
研修を実施

ソフトバンク株式会社 1

12 千葉県
電気通信事業法改正後の取
組

県相談員
大手通信事業者の法改正後の取組
や方針に関する説明会を実施

ソフトバンク株式会
社、
KDDI株式会社

2

12 千葉県 著作権に関する研修会 県相談員
資料作成等にかかる著作権に関す
る研修を実施

大学教授 1

12 千葉県 消費生活相談員向け研修会 県及び市町村相談員
消費者契約法及び特定商取引法の
改正について研修を実施

大学准教授 1 国セン講師派遣事業

12 千葉県
個人情報保護条例に関する
研修会

県相談員
本県の個人情報保護条例について
研修を実施

県職員 1

12 千葉県
電力及び都市ガス小売全面
自由化に関する研修会

県及び市町村相談員
電力及び都市ガスの小売全面自由
化にあたる契約の注意点やトラブ
ルに関する研修を実施

電力・ガス取引監視等
委員会職員

1
県民も聴講可能な公開講
座とした

12 千葉県
消費者事故等の通知に関す
る研修会

県及び市町村相談員
消費者安全法に基づく消費者事故
等の通知に関する研修を実施

消費者庁職員 1

13 東京都 関係法令研修 都担当者・相談員 職務に関連する法令等の解説等 弁護士等 7

13 東京都 相談担当職員新任研修
都区市町村の新任相談
担当職員

消費生活相談業務に初めて従事す
る相談員に、相談対応に当たって
の基礎的知識を学び、相談者への
サービスと事務能力の向上を図る
ことを目的に実施

東京都職員、相談員 1

13 東京都 行政担当職員新任研修
都区市町村の新任消費
生活行政担当職員

消費者問題や消費生活行政の役割
等について考え、消費生活行政担
当職員としての基礎的知識を得る
ことを目的に実施

東京都職員、大学教授 1

13 東京都 相談担当職員研修
都区市町村の相談担当
職員

消費生活相談業務に従事する相談
担当職員の職務に係る知識と実務
能力の向上を図るため、テーマを
選択して実施

弁護士等各分野の専門
家

10
年間5回（1回につき、同
じ内容の講義を2回実
施）

13 東京都 行政担当職員研修
都区市町村の消費生活
行政担当職員

消費生活行政に従事する行政担当
職員の職務に係る知識と実務能力
の向上を図るため、テーマを選択
して実施

弁護士等各分野の専門
家

4 区市町村と共催

13 東京都
消費生活相談エキスパート
研修

都相談員及び相談担当
職員

相談処理能力の向上を図るための
専門分野別研修

弁護士等各分野の専門
家

20

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村）

県市町相談員及び相談
担当職員

越境取引 最新のトラブル事例や
対処法

一般社団法人ＥＣネッ
トワーク
理事　原田　由理

1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村）

県市町相談員及び相談
担当職員

ＡＤＲ　団体訴権の実情 消費者機構日本　職員 1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村）

県市町相談員及び相談
担当職員

電力自由化による最近の相談事例
経産省電力・ガス取引
監視等委員会取引監視
課　職員

1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

高齢者の契約トラブル（成年後
見・遺言信託など）

弁護士　菊地　哲也 1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

高齢期の住まいのトラブル
全国有料老人ホーム協
会
入居相談室　室長

1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

少額訴訟 司法書士　上杉　直之 1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

聞き取りポイントと他機関連携に
ついて

株式会社　Ｃ＆Ｙカウ
ンセリングスクエア
照井　芳裕

1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

相談事例の聞き取りポイントと入
力について

全相協　吉松　恵子 1
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14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

各損害保険の内容と相談事例（傷
害、医療、介護、個人賠償責任保
険、賃貸住宅の借家人賠償保険）

日本損保協会事務局長
横尾　修一

1

14 神奈川県
レベルアップ研修（市町
村)

県市町相談員及び相談
担当職員

電気通信事業法の改正における消
費者保護ルールについて

テレコムサービス協会
向上推進協議会事務局
長

1

14 神奈川県 消費生活専門研修
県市町相談員及び相談
担当職員

自動車の買取に係る相談対応につ
いて

（一社）日本自動車購
入協会　事務局長　宗
僧　源信

2

14 神奈川県 消費生活専門研修
県市町相談員及び相談
担当職員

消費者契約法９条１号の平均的損
害を中心として

弁護士　城田　孝子 2

14 神奈川県 消費生活専門研修
県市町相談員及び相談
担当職員

最近の決済システム（電子マネー
編）

山本国際コンサルタン
ツ　　　　　　代表
山本　正行

1

14 神奈川県 消費生活専門研修
県市町相談員及び相談
担当職員

住宅工事契約に関する法的基礎知
識・トラブル事例

弁護士　杉崎　明 2

14 神奈川県 消費生活専門研修
県市町相談員及び相談
担当職員

生命保険における相談トラブルと
対応事例

（一社）生命保険協会
生命保険相談室
紛争解決支援グループ
職員

1

14 神奈川県 消費生活概論研修
県市町相談員及び相談
担当職員

電気通信事業分野における消費者
保護ルール改正について

総務省総合通信基盤局
電気通信事業部消費者
行政課電気通信利用者
情報政策室課長補佐

1

14 神奈川県 消費生活概論研修
県市町相談員及び相談
担当職員

電力自由化に伴う課題と消費者ト
ラブル

株式会社野村総合研究
所グローバルインフラ
コンサルティング部
稲垣 彰徳

1

14 神奈川県 消費生活概論研修
県市町相談員及び相談
担当職員

改正保険業法の概要について 弁護士　坂　勇一郎 1

14 神奈川県 消費生活概論研修
県市町相談員及び相談
担当職員

家賃保証会社とのトラブル事例

一般財団法人不動産適
正取引推進機構　調査
研究部　上席主任研究
員　村川　隆生

1

14 神奈川県
高齢者等消費者被害対策事
業研修

県市町相談員及び相談
担当職員

消費生活相談を受ける際のカウン
セリング術

株式会社　Ｃ＆Ｙカウ
ンセリングスクエア
照井　芳裕

2

14 神奈川県 相談機関連携推進研修
県市町相談員及び相談
担当職員

国民生活センターＡＤＲにおける
紛争解決

独立行政法人国民生活
センター　紛争解決委
員会職員

1

14 神奈川県 相談機関連携推進研修
県市町相談員及び相談
担当職員

全国銀行協会ＡＤＲの業務内容と
相談（あっせん）事例

一般社団法人全国銀行
協会　金融ＡＤＲ部職
員

1

14 神奈川県 食品表示・安全分野研修
県市町相談員及び相談
担当職員

食品表示を上手に生かすには
消費生活アナリスト
板倉　ゆか子

2

14 神奈川県 食品表示・安全分野研修
県市町相談員及び相談
担当職員

「健康」を謳う商品に関する情報
の収集と提供について

公益社団法人　日本消
費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談
員協会　消費生活研究
所　戸部依子

2

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

多重債務者問題の現状と課題につ
いて

弁護士　佐藤　進一 1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

多重債務問題に必要な法律知識 弁護士　佐藤　進一 1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

法テラスの支援体制について 法テラス神奈川　職員 1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

かながわライフサポート事業につ
いて

神奈川県社会福祉協議
会
ライフサポート担当課
長
大関　晃一

1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

生活再建に向けた家計管理方法と
聴き取り・助言のポイント

株式会社　Ｃ＆Ｙカウ
ンセリングスクエア
照井　芳裕

1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

事例で学ぶ家計管理
株式会社　Ｃ＆Ｙカウ
ンセリングスクエア
照井　芳裕

1

14 神奈川県
多重債務者問題自治体職員
等研修会

県及び市町村の職員・
相談員、多重債務者対
策協議会構成団体の相
談員等

県内自治体での事例
鎌倉市市民税課　職員
横須賀市納税課　職員

1

14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支
援相談事業）

神奈川県社会福祉協議
会職員等

信頼関係を構築する相談方法
生活クラブ生活協同組
合

1

14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支
援相談事業）

神奈川県社会福祉協議
会職員

発達障害が考えられる人への相談
や対応

生活クラブ生活協同組
合

1
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14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支
援相談事業）

神奈川県社会福祉協議
会職員

相談の基礎の一歩先
生活クラブ生活協同組
合

1

14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支
援相談事業）

神奈川県多重債務者対
策協議会構成員

多重債務問題の現状と対応のポイ
ント

生活クラブ生活協同組
合

1

14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支
援相談事業）

川崎市多重債務者関係
連絡会議構成員

多重債務問題の現状と対応のポイ
ント

生活クラブ生活協同組
合

1

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

消費生活相談をめぐる最近の動向
と相談員の役割について

東京経済大学教授
弁護士　村　千鶴子

2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

消費生活相談における電話応対の
基本
（実践編）

知恵プラス株式会社
コンサルタント　高松
律子

2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

電気通信サービスの新たな消費者
保護ルールと消費生活相談におけ
る対応について

弁護士　齋藤　雅弘 2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

弁護士会との連携～神奈川県消費
者問題研究会の活動について～

弁護士　天野　正男 2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

訪問販売における自主基準の見直
しについて

公益社団法人
日本訪問販売協会
事務局長　大森　俊一

2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

特定商取引法事例検討ゼミ
明治学院大学准教授
圓山　茂夫

2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

原野商法の二次被害トラブルにつ
いて

弁護士　西本　暁 2

14 神奈川県
相談員等レベルアップ研修
（県・市町村）

県及び市町村相談員並
びに相談担当職員

インターネット契約トラブルにつ
いて

一般社団法人
ＥＣネットワーク
理事　原田　由里

2

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費者問題と消費者法
神奈川大学法科大学院
教授
弁護士　鈴木　義仁

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費者法の学び方
神奈川大学法科大学院
教授
弁護士　鈴木　義仁

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費生活相談に必要な民法・消費
者契約法の知識

神奈川大学法科大学院
教授
弁護士　鈴木　義仁

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費生活相談に必要な特定商取引
法の知識

神奈川大学法科大学院
教授
弁護士　鈴木　義仁

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費生活相談に必要な割賦販売法
の知識

神奈川大学法科大学院
教授
弁護士　鈴木　義仁

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

市町村の消費生活行政と相談窓口
の役割

東京経済大学教授
弁護士　村　千鶴子

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費者政策の現状と課題について 弁護士　池本　誠司 1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

新たな集団的被害回復制度～消費
者裁判手続特例法施行に向けて～

適格消費者団体全国消
費生活相談員協会専門
検討員
弁護士　大塚　陵

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

消費者契約法改正のポイントにつ
いて

東京経済大学教授
弁護士　村　千鶴子

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

特定商取引法改正のポイントにつ
いて

東京経済大学教授
弁護士　村　千鶴子

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

改正保険業法と銀行窓販の適用に
ついて

東京経済大学教授
弁護士　桜井　健夫

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

ネット広告に係る消費者トラブル
と問題点

公益社団法人
日本広告審査機構審査
部
山手　織子

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

割賦販売法改正について 弁護士　池本　誠司 1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

越境取引における紛争解決～国際
ルール共通化に向けて～

一般社団法人
ＥＣネットワーク
沢田　登志子

1

14 神奈川県
レベルアップ研修
（行政職員）

県及び市町村相談担当
職員

サーバ型前払式支払手段のしくみ
と課題について

一般社団法人
日本資金決済業協会
長谷川　恭男

1

15 新潟県
県内消費生活センター相談
員等研修

県・市町村相談員及び
相談担当職員

・改正電気通信事業法による消費
者保護ルールについて
・相談員のメンタルヘルスケア
・クレジットカードをはじめとし
た決済サービスの基礎知識
・過剰、不当な要求をする相談者
への対応と法的留意点

総務省職員、国立医療
研究センター職員、民
間企業講師、弁護士

4

15 新潟県
県内消費生活相談員ゼミ
ナール

県・市町村相談員及び
相談担当職員

消費生活相談員が相談事例を持ち
寄り、弁護士からの助言を受け、
相談員同士で意見交換

弁護士 3

15 新潟県
市町村消費者行政新任担当
者等研修会

市町村消費者行政担当
職員

・消費生活相談の状況について
・高齢者の消費者被害防止の取組
について
・地方消費者行政推進交付金等に
ついて
・消費生活相談対応にあたって

県職員、民間事業者講
師

1

160



都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

15 新潟県
地方消費者行政推進交付金
等に関する説明会

市町村消費者行政担当
職員

・地方消費者行政推進交付金等に
ついて
・高齢者の消費者被害防止に向け
た取組について

消費者庁職員、県職員 1

16 富山県 弁護士会との事例研修会
県市町村相談員及び消
費者行政担当職員

消費者トラブルの対応について、
具体的な事例を基に研修会を実施

弁護士 3

16 富山県 多重債務者対策研修会

県・市町村多重債務者
対策関係部署職員、富
山県多重債務者対策協
議会構成員

・多重債務相談業務に必要な法律
知識等
・多重債務者相談対応

弁護士、日本クレジッ
トカウンセリング協会

1
第２回市町村消費生活相
談担当職員・消費生活相
談員研修会を兼ねる

16 富山県
消費生活相談員ブラシュ
アップ研修

県市町村相談員及び消
費者行政担当職員

専門知識や相談技法の習得及び相
談員の資質向上を図るため研修会
を実施

弁護士・有識者 2

16 富山県
消費生活相談員ステップ
アップ研修

県市町村相談員及び消
費者行政担当職員

専門知識を習得し、多様な相談に
対応できる相談員を育成するため
研修会を実施

弁護士 1

16 富山県
消費生活相談員養成支援講
座

県民、市町村消費生活
相談員、担当職員

消費生活相談員の資格取得のため
の研修を開催

弁護士・有識者 8

16 富山県
第３回市町村消費生活相談
担当職員・消費生活相談員
研修会

市町村消費生活相談担
当職員・消費生活相談
員

障害者からの相談対応と改正電気
通信事業法の概要について研修を
実施

県外講師 1

16 富山県 消費者教育講師養成研修
県市町村相談員及び消
費者行政担当職員

消費者教育講座を行うための必要
な基礎知識・技法の習得を図る

有識者 2

17 石川県 消費者教育担い手育成研修
市町職員及び相談員、
消費者団体、消費生活
推進員等

市町や地域など様々な場で消費者
教育を推進するための担い手を育
成する研修を実施

（公財）関西消費者協
会

8
新担当者向け研修及びス
テップアップ研修を実施

17 石川県
市町消費生活相談員レベル
アップ研修

市町相談員及び相談担
当職員

相談業務に必要な専門知識に関す
る研修を実施

外部講師 4

17 石川県
市町消費生活相談担当者研
修

市町相談員及び相談担
当職員

消費生活相談業務の手続き、技法
について研修を実施

県職員・相談員、外部
講師

2
一部国民生活センターと
共同実施

17 石川県
高齢消費者被害防止見守り
ネットワーク構築のための
研修会

市町職員
市町における高齢者見守りネット
ワーク構築に向けた研修を実施

一般社団法人職員 1

18 福井県 事例研究会
県・市町の相談員、相
談窓口担当職員

複雑な相談事例に対する弁護士の
助言

弁護士 12

18 福井県 スキルアップ研修会
県・市町の相談員、相
談窓口担当職員

高度な専門知識を要する相談につ
いての助言

事業者団体等からの派
遣講師

4

19 山梨県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

市町村消費生活相談員
及び消費者行政担当
者、県消費生活相談員
養成事業を修了した有
資格者等

市町村消費生活相談員等の資質向
上を図る

外部講師 8

19 山梨県 消費生活協力員研修 県が委嘱した協力員
地域に密着した見守り活動等のた
めの基本的な知識を習得する

県職員 2

20 長野県
市町村消費者行政担当者研
修
（基礎研修）

市町村相談員及び相談
担当職員

消費者問題、消費者関連法及び相
談業務の基礎知識の習得

ＮＰＯ法人理事 2

20 長野県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

県並びに市町村相談員
及び相談担当職員

消費生活相談に必要な個別分野の
詳細な知識の習得並びに苦情処理
のあっせんに対応できる実務的な
講義及び事例研究

消費生活専門相談員、
弁護士等

1

20 長野県
市町村消費者行政担当者研
修
（実務研修）

市町村相談員及び相談
担当職員

相談対応の実務的な技術やPIO-
NETの入力方法の研修、相談現場
での同席による研修等

県職員・相談員、市町
村消費生活相談支援員

- 随時実施

20 長野県
消費生活相談員資格取得支
援講座

県並びに市町村相談
員、相談担当職員（資
格取得を目指す一般消
費者を含む）

消費生活相談員に関する資格取得
に必要な知識の修得、試験対策

消費生活専門相談員、
弁護士等

1
公益社団法人全国消費生
活相談員協会に委託

21 岐阜県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修（初任者コース）

県及び市町村消費生活
相談員並びに市町村消
費者行政担当職員

初めて消費生活相談業務に従事す
る者を対象に、住民からの消費生
活相談を適切かつ迅速に解決する
ために必要となる基礎的・実務的
な知識を習得する研修を実施

・県民生活課事業者指
導係長
　蒲祐輔
・国士舘大学法学部教
授
　山口康夫

2
（株）東海アドエージェ
ンシーへ委託

21 岐阜県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修（経験者コース）

県及び市町村消費生活
相談員並びに市町村消
費者行政担当職員

概ね３年以上消費生活相談員とし
て従事した者を対象に、住民から
の高度・複雑な消費生活相談を適
切かつ迅速に解決するために必要
となる法律知識や、特定の分野に
ついての専門知識を習得する研修
を実施

・片岡総合法律事務所
　永井利幸
・東京経済大学現代法
学部教
  授　村千鶴子
・弁護士　長田敦

3
（株）東海アドエージェ
ンシーへ委託

21 岐阜県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修（圏域別コース）

県及び市町村消費生活
相談員並びに市町村消
費者行政担当職員

消費生活相談員相互の人的ネット
ワークの構築と見識の拡大を促す
ことを目的に統一のテーマを選定
し５圏域ごとに研修を実施。消費
生活相談員のレベルは問わない。

一般財団法人ECネット
ワーク
理事　原田由里

5
（株）東海アドエージェ
ンシーへ委託

21 岐阜県 消費者教育担い手研修
県及び市町村消費生活
相談員並びに市町村消
費者行政担当職員

県が作成した「消費者教育を行う
人のための手引書」をテキストと
して使い、消費者トラブルの未然
防止を図るため直接地域に出向い
て消費生活に関する出前講座を実
施する人材を養成する研修を実施

（公財）消費者教育支
援センター　柿野成美
小林知子

2
（公財）消費者教育支援
センターへ委託
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21 岐阜県
消費生活相談員資格取得支
援講座

消費生活相談員の国家
資格を取得し、消費生
活相談員として働く意
欲のある者及び資格を
有していない市町村等
の消費生活相談員

消費生活相談員の国家資格を取得
するために必要な知識を習得す
る。

稲熊祐子　加藤貴子
犬飼尚子　田邊　正紀
浅田謙五

23
（株）東京リーガルマイ
ンドへ委託

22 静岡県 不当取引担当者研修会
県不当取引指導員及び
不当取引担当職員

特定商取引法等、不当取引に関す
る研修を実施

県担当職員 1

22 静岡県
高度専門消費生活相談研修
会

県・市町の担当者、相
談員

クレームトラブル、インターネッ
ト取引、金融商品、電気通信サー
ビストラブル等

学識者、国職員その他
専門機関講師

12 県民生活センターで実施

22 静岡県 地域別研修会
県・市町の担当者、相
談員

消費生活相談にかかる基礎知識、
インターネットトラブル、決済方
法等

弁護士、司法書士、そ
の他専門機関講師

9 県民生活センターで実施

22 静岡県 消費者教育講師養成講座
県・市町の担当者、相
談員、消費者団体

消費者教育出前講座講師のスキル
アップ等

専門機関講師 1

22 静岡県
消費生活相談員のためのス
トレス対策講座

県・市町の相談員、相
談担当職員

相談員者からの話の聞き方、相談
員自身のセルフケア

専門機関講師 2

23 愛知県
消費生活相談員等全体研修
会

県・市町村、関係団体
の消費生活相談員・行
政職員

最近の消費生活問題や多重債務問
題について講義により学ぶ

有識者・弁護士等 4

23 愛知県 消費生活相談員事例研究会 県の消費生活相談員
県で実際に受けた相談事例を提
出。解決方法を検討し、講師が講
評を行う。

苦情処理専門員（弁護
士）

2

23 愛知県
消費生活相談員等レベル
アップ研修

県・市町村の消費生活
相談員・行政職員

消費生活相談の処理に必要な関係
法令の解釈に係る講義及び事例研
究等を行う。

有識者・弁護士等 10

24 三重県
市町消費生活相談員等勉強
会

市町相談員及び相談担
当職員

消費生活を取り巻く諸問題につい
て、関係団体から講師を招いて研
修を実施

関係団体から派遣され
た講師

9

24 三重県
市町消費生活相談員等勉強
会（事例検討会）

市町相談員及び相談担
当職員

相談窓口に寄せられた事例を持ち
寄り、弁護士を招いて、事例の対
応等についての検討会を実施

弁護士 3

24 三重県
市町多重債務者相談担当者
研修会

市町多重債務者相談員
及び相談担当職員

多重債務問題の現状と債務整理の
方法について研修を実施

弁護士 1

25 滋賀県 レベルアップ研修
県・市の担当職員、消
費生活相談員

相談員の資質向上を図るための実
務的知識や相談技法を学ぶ

弁護士・団体職員等 5

25 滋賀県 相談事例研修
県・市の担当職員、消
費生活相談員

処理困難な事例を多角的に検討す
る

弁護士 3

26 京都府
消費生活行政担当者消費生
活相談員研修（第１回）

市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

・生命保険の相談対応と改正保険
業法の概要
・独占禁止法及び景品表示法につ
いて

民間職員（府外）、政
府職員（府外）

1
他府県相談員・職員も受
け入れ

26 京都府
消費生活行政担当者消費生
活相談員研修（第２回）

市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

・電波と安心な暮らしについて
・よりよい相談対応を目指して
（接遇）

政府職員（府外）、民
間職員（府外）

1
他府県相談員・職員も受
け入れ

26 京都府
消費生活行政担当者消費生
活相談員研修（第３回）

市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

・アフィリエイトプログラムの仕
組みと現状
・アフィリエイトプログラムの課
題と具体的事例

民間職員（府外） 1
他府県相談員・職員も受
け入れ

26 京都府 消費生活に関する研修会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

ソフトバンクにおけるスマホ･電
力自由化･お客様相談等の取組に
ついて

民間職員（府外） 1

26 京都府 消費生活に関する研修会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

新しい食品表示制度等について 府職員（府内） 1

26 京都府 消費生活に関する研修会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

消費者教育コーディネーターにつ
いて

県職員（府外） 1

26 京都府 消費生活に関する研修会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

個人信用情報について 民間職員（府外） 1

26 京都府 苦情処理研究会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

（株）白洋舍京都工場見学 民間職員（府内） 1

26 京都府 苦情処理研究会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

一般社団法人日本電機工業会大阪
支部所属企業との意見交換会

民間職員（府外） 1

26 京都府 苦情処理研究会
市町村等消費生活行政
担当者・消費生活相談
員

お客様対応における取組事例につ
いて

民間職員（府外） 1

27 大阪府
消費生活相談員レベルアッ
プ事業

府及び市町村相談員、
行政職員

相談員の実務能力に応じて、中級
コース、上級コースに分け、中級
は相談者への対応を、上級は消費
者の安全や教育の実践などを行っ
た。

弁護士、大学教授等 22

27 大阪府
府相談員能力強化事業（高
度化・専門化研修）

府相談員等
情報・インターネット関連や金融
商品分野の専門家や弁護士による
専門化研修を実施

弁護士等 12

27 大阪府
市町村消費者行政職員等研
修会

府及び市町村相談員、
行政職員

消費者教育に関する講義形式・
ワークショップ形式の研修、少額
訴訟・民事調停制度に関する講義
形式の研修・見学

大学教授、簡易裁判所
裁判官等

3
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自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
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28 兵庫県 相談情報交換会（総合C）
県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

消費生活相談業務の処理方針など
について情報交換を行う。

県職員・相談員 12

28 兵庫県
消費生活相談事例検討会
（総合C）

県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

専門家を招き、相談処理上必要な
知識について学習する。

弁護士 11

28 兵庫県 工業品研究会（総合C）
県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

専門家を招き、製品関連の相談処
理上必要な知識について学習す
る。

(独)製品評価技術基盤
機構　等

6

28 兵庫県 衣料品研究会（総合C）
県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

専門家を招き、衣料品関連の相談
処理上必要な知識について学習す
る。

(一財)日本繊維製品品
質技術ｾﾝﾀｰ等

6

28 兵庫県 PIOｰNET研修会（総合C）
県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

PIO-NETの運営管理について学習
する。

県職員・相談員 4

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ
研修（基礎研修）（総合
C）

市町または県の消費者
行政を担当する新任又
は経験の浅い職員

消費者行政への理解を深めるとと
もに、基本的な相談対応のための
実務知識の習得を目的とする。

弁護士 10

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ
研修（専門研修）（総合
C）

県・市町の消費生活相
談員及び担当職員

消費者行政に従事する職員の消費
生活相談に係る様々な分野の専門
的知見を高め、相談処理能力のレ
ベルアップを図る。

弁護士・県職員・国職
員・大学教授・業界団
体等

14

28 兵庫県 市町消費者行政担当者研修
市町相談員及び相談担
当職員

出前講座の注意点と講座プラン・
模擬講座実演　～消費者啓発講座
の講師として～

宝塚市消費生活セン
ター　　本荘　達子
氏

1

28 兵庫県
市町消費者行政担当者研修
（東播磨C）

市町相談員及び相談担
当職員

損害保険の基礎知識
日本損害保険協会
二階堂　公雄　氏

1
日本損害保険協会と共同
実施

28 兵庫県
市町消費者行政担当者研修
（東播磨C）

市町相談員及び相談担
当職員

旅行業に関する規制とオンライン
旅行取引

神戸さきがけ法律事務
所　　　　　上田　孝
治　氏

1

28 兵庫県
市町消費者行政担当職員研
修（西播磨C）

市町消費者行政担当職
員

・特殊詐欺の現状と対策・だまさ
れる高齢者の心理　ほか

有識者、警察 3

28 兵庫県
西播磨消費生活相談員研修
会（西播磨C)

市町相談員
・高額療養費制度・国センADR・
電子商取引、情報通信サービスに
係る法律知識　ほか

弁護士、専門家 4

28 兵庫県
消費者行政担当者・消費生
活相談員等研修（専門）
（但馬会場）（但馬C）

市町相談員及び相談担
当職員

・簡易裁判所の民事調停の利用に
ついて
・引きこもり支援と地域社会のあ
り方
・社会的弱者が地域で穏やかに暮
らせるた
　めの地域の見守り支援などにつ
いて

神戸地方裁判所豊岡支
部庶務課長　曽我真
之、一般社団法人くら
しの学校農楽代表　木
村尚子、社会活動家
湯浅誠

3
但馬地域消費者問題連絡
会議全体会議・研修会と
共同実施

28 兵庫県
司法書士による研修会（但
馬C）

県・市町相談員
消費生活相談の現場レベルでの
様々な問題に対応するための研
修・意見交換会を実施

司法書士　福田伸之 1

28 兵庫県
消費生活相談員事例検討会
（但馬C）

県・市町相談員
消費生活相談の現場レベルでの
様々な問題に対応するための研
修・意見交換会を実施

県・市町相談員 10

28 兵庫県 巡回相談（丹波C）
相談担当職員及び市相
談員

実際の相談事例に関し、弁護士等
の専門家からその対応について意
見を聞く。

弁護士、ITの専門家 6

29 奈良県
市町村消費者行政担当職員
研修会

市町村消費者行政担当
職員、市町村消費生活
相談員、県消費生活相
談員有資格者バンク登
録者

県民からの相談対応に当たる窓口
職員等を対象に消費者行政関連法
に関する研修を実施

消費者庁消費者安全課
職員

1

29 奈良県
多重債務問題に関する相談
窓口等職員向け研修会

福祉関係団体職員、
県・市町村担当職員

行政機関（県・市町村）の窓口で
多重債務相談を行う者等を対象に
多重債務問題に関する研修会を実
施

司法書士 1

29 奈良県 相談員研修会
県・市町村の消費生活
相談窓口担当者

相談員が抱えている事例の研修、
学習

国・県等消費生活関連
相談機関の職員等

2

29 奈良県 法律事例研究会
県・市町村の消費生活
相談窓口担当者

相談事例を持ち寄り弁護士から法
的助言をもらうことで市町村の支
援を行う。

弁護士 12

29 奈良県
消費生活相談に関する学習
会

県・市町村の消費生活
相談窓口担当者

県内の消費生活相談員を対象に複
雑多岐にわたる消費者問題のなか
で、相談業務を円滑に行うための
知識の習得

国・県等消費生活関連
相談機関の職員等

6

30 和歌山県
市町村職員消費生活相談窓
口初任者研修

市町村消費者行政担当
職員

相談業務の基礎知識や応対手法に
ついての研修を実施

県消費生活センター相
談員
県消費生活センター職
員

2

30 和歌山県
市町村職員消費生活相談窓
口実地研修

市町村消費者行政担当
職員

実践を踏まえた相談事例処理、悪
質事業者の見分け方についての研
修を実施

県消費生活センター相
談員
県消費生活センター職
員

4

30 和歌山県
市町村職員等スキルアップ
研修

市町村消費者行政担当
職員　消費生活サポー
ター

消費生活相談業務に従事するにあ
たり必要な専門的知識（資金決済
トラブル、電気通信事業法等）を
習得するための研修を実施

各専門団体職員 4

31 鳥取県
市町村消費者担当行政職員
研修

市町村消費者行政担当
職員

・消費者行政の概要及び県の消費
者施策の説明
・消費生活相談対応の基礎知識

市町村職員 1
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32 島根県 消費生活相談員育成講座

消費生活相談員資格試
験を受験する方、又は
県内の消費者相談窓口
への就職を希望する方

消費生活相談業務に必要な知識に
関する研修

外部講師 8

32 島根県
地域見守りネットワーク研
修会

民生児童委員、消費者
団体、社会福祉協議
会、老人クラブ、公民
館関係者、市町村行政
担当者

地域見守りネットワーク構築に関
する研修

警察関係者、消費者庁
担当者

2

32 島根県
市町村消費生活相談窓口担
当者研修会

市町村相談員及び消費
者行政担当者

事例等による相談対応検討
県職員・相談員及び外
部講師

3

33 岡山県 消費生活相談研修会
市町村消費者行政担当
職員及び消費生活相談
員

・消費生活相談状況　・消費者教
育について
・裁判所の機構と制度及び民事調
停手続きについて

県職員・民事調停協会
調停委員

1

33 岡山県
消費生活相談員レベルアッ
プ講座

市町村消費生活相談員
及び消費者行政担当職
員

・事例で学ぶ相談に必要な法知識
・よりよい相談対応を目指して～
“聴く”を中心に～
・国民生活センター紛争委員会出
前講座、登記の基礎知識～消費生
活相談に対応するために～

弁護士・外部講師 3
平成２８年９月５日
平成２８年１０月３１日
平成２８年１２月５日

34 広島県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

県及び市町相談員
相談担当行政職員

消費生活相談業務の対応技術のス
キルアップ及び知識の習得などに
ついての研修を実施

外部講師 7

34 広島県 消費生活相談員等研修
県及び市町相談員
相談担当行政職員

消費生活相談業務の対応技術のス
キルアップ及び知識の習得などに
ついての研修を実施

外部講師，職員 2 1回は国センと共同実施

35 山口県 新任相談員研修会
県市町の担当者、相談
員（新任のみ）

消費者行政、特定商取引法、景品
表示法など

県職員・相談員、弁護
士

3

35 山口県
市町消費者相談担当職員実
務研修会

県市町の担当者、相談
員

消費者裁判手続特例法、消費者事
故など

県相談員・消費者庁等 2

35 山口県 相談業務スキルアップ研修
県市町の担当者、相談
員

消費者契約法、特商法や多重債務
など

弁護士 2

35 山口県 民法・特商法の基礎研修
県市町の担当者、相談
員

民法・特商法にかかる基礎知識 弁護士 4

35 山口県 啓発の基礎研修
県市町の担当者、相談
員

啓発講座にかかる基礎知識
消費者教育支援セン
ター

2

36 徳島県
徳島県消費者大学校大学院
特別講座

県、市町村職員の職
員、消費生活相談員等

消費者関連法（消費者基本法、消
費者契約法）、特定商取引法、割
賦販売法金融商品取引に関わる知
識、インターネット取引・情報通
信トラブルについて研修を実施

弁護士　篠原健、森本
健夫

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座
県、市町村職員の職
員、消費生活相談員等

消費生活センター等の相談体制整
備の歴史、経緯、消費生活相談員
の仕事について、

消費生活コンサルタン
ト　松尾保美

1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座
県、市町村職員の職
員、消費生活相談員等

消費生活センター等の相談体制整
備の歴史、経緯、消費生活相談員
の仕事について、消費生活全般に
関する法律概説（全体概要、基本
知識、現在の注目すべき法律の動
き）

１　東京経済大学名誉
教授　島田　和夫、２
弁護士　上田孝治、３
金融問題研究会フォス
ターフォーラム　永沢
裕美子、４　消費生活
コンサルタント　鷺
仁子、消費生活コンサ
ルタント　佐藤　寿美
氏、弁護士　中村　忠
史５　日本消費者新聞
社　編集長　丸田　輝
武　氏

5

37 香川県
市町消費生活相談窓口担当
者研修

市町消費生活相談窓口
の行政担当者等

消費者問題に関する基本的な知識
を習得するための研修を実施

県職員 3

37 香川県 消費生活相談員等研修会 相談員等 生命保険研修会
生命保険文化センター
職員

2

37 香川県 消費生活相談員等研修会 相談員等 住まいるダイヤルの住宅相談
（公財）住宅リフォー
ム・紛争処理センター
職員

2

38 愛媛県
新任消費者行政担当職員研
修

県及び市町の新任消費
者行政担当職員・相談
員

消費者行政の基礎知識について研
修を実施

愛媛県 1

38 愛媛県
消費生活相談員等スキル
アップ研修

県及び市町の相談窓口
担当職員・相談員

相談業務に必要な法律知識等につ
いて研修を実施

法律専門家、業界団体
等

10

38 愛媛県 指導者向け消費者教育研修
県及び市町の相談窓口
担当職員・相談員、小
中学校の教職員

小中学生への消費者教育を推進す
るために必要な啓発手法等につい
て研修を実施

業界団体等 2
消費生活相談員等スキル
アップ研修とあわせて実
施

38 愛媛県
消費生活相談員資格試験対
策講座

県及び市町の相談窓口
職員・相談員

消費生活相談員資格試験の直前対
策講座を実施

委託団体 2

39 高知県
消費者行政担当者等相談基
礎研修

市町村消費者行政担当
者等

消費生活相談に必要な基礎知識や
相談対応技術を習得する

相談員、県職員 1

39 高知県 消費生活相談員研修
市町村消費者行政担当
者等

県内市町村の消費生活相談窓口に
従事する職員等を対象に、必要な
法律知識等を一体的及び体系的に
習得し、相談対応能力の向上を図
ることを目的とした研修

県外・団体（弁護士・
相談員）

14
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都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

40 福岡県
消費生活相談員等レベル
アップ研修

市町村・県の消費生活
相談員及び行政職員

行政職員向け研修、消費生活相談
の専門研修、相談対応研修

弁護士、消費生活相談
員、大学教員、団体職
員、行政職員等

16

40 福岡県
消費生活相談員等事例検討
会

市町村・県の消費生活
相談員及び行政職員

消費者トラブルの事例検討 弁護士など 6

41 佐賀県
第1回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「佐賀県くらしの安全安心課の取
り組みについて」
「ニセ電話詐欺等の現状と被害防
止の取り組みについて」

県職員、県警職員 1

41 佐賀県
第2回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「電気通信事業法改正」
「インターネット、携帯について
小中学生の利用の実態と消費者教
育」

九州電気通信消費者支
援連絡会担当官、NPO法
人　ITサポートさが
理事長　陣内誠氏

1

41 佐賀県
第3回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「多重債務と生活再建」
「佐賀県生活自立センターでの相
談の様子」

県弁護士会　辻泰弘氏
県生活自立支援セン
ター　相談員

1

41 佐賀県
第4回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「精神疾患と相談対応の実際～精
神保健福祉センターの相談窓口か
ら」

県精神保健福祉セン
ター副所長

1

41 佐賀県
第5回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「消費者行政の現状と課題」
埼玉県弁護士会所属弁
護士・消費者委員会委
員　池本誠司氏

1

41 佐賀県
第6回消費者行政担当者及
び消費生活相談員研修(レ
ベルアップ研修)会

消費生活相談員、県・
市町の担当職員

「キャッシュレス決済の仕組みお
よび最新のネット被害の現状につ
いて」

一般社団法人ECネット
ワーク理事　原田由里
氏

1
※国民生活センター講師
派遣事業

41 佐賀県 市町担当者研修会 県・市町の担当職員
家庭用品品質表示法
消費生活用製品安全法について研
修会

県職員 1

42 長崎県 市町相談員研修
市町相談員及び相談担
当職員

消費生活相談業務に必要な法律知
識及び相談技法等

弁護士、大学教授、経
済産業省、国民生活セ
ンター、県相談員

9
経済産業省、消費生活相
談員の会と共同実施（各
１回）

43 熊本県
市町村消費者行政担当者研
修会

市町村消費生活相談等
担当職員

消費者行政、消費生活相談対応に
関する研修

県職員、県弁護士会、
消費生活アドバイザー

6

43 熊本県 消費生活相談員連絡会議
市町村相談員及び県相
談員

市町村と県の相談員が一同に会し
て情報交換や相互研鑽を行う。

外部講師 1

43 熊本県 消費生活相談員通信講座
県及び市町村の相談員
及び消費者行政職員

消費生活相談に必要な知識を習得
するという目的で開催している通
信講座

外部講師 5

44 大分県
市町村消費生活相談担当者
等レベルアップ研修

市町村相談員及び相談
担当職員

消費社保護関係法及び消費生活相
談業務の手続き・技法について研
修を実施

相談員、弁護士等 6

44 大分県
市町村消費生活相談員事例
検討会

市町村相談員及び相談
担当職員

最新の事例や困難事例の検討会を
実施

相談員、弁護士等 11

44 大分県
市町村消費生活相談員実地
研修

市町村相談員
市町村消費生活相談員に県が実地
指導を実施

県消費生活相談員 7

44 大分県
消費生活専門相談員資格取
得支援講座

市町村相談員及び一般
県民

消費生活相談に係る法律的知識の
習得及び消費生活専門相談員資格
取得を目指す講座の実施

弁護士 15

45 宮崎県
市町村消費者行政担当者研
修会

市町村消費者行政担当
職員

消費者行政関連法の説明や消費生
活相談の進め方等について研修を
実施

県職員、国民生活セン
ター派遣講師

2
国民生活センター講師派
遣事業を利用

45 宮崎県 法律研究会
県・市町村消費者行政
担当職員及び相談員

消費生活法律専門相談員による講
義と事例検討

県職員、弁護士等 12

46 鹿児島県 消費生活相談員等研修会
県及び市町村の消費生
活相談員等

市町村消費生活相談体制の充実・
強化を図るための研修を実施

弁護士，団体職員，Ｎ
ＰＯ法人職員，相談員

2

47 沖縄県
消費者行政連絡会議及び市
町村職員向け研修会

市町村消費者行政担当
職員及び相談窓口担当
者

市町村消費者行政の充実及び消費
生活相談窓口の機能強化を目的と
した研修の実施
（テーマ：市町村の消費者行政と
消費生活相談にどう対応すべき
か）

一般財団法人　日本消
費者協会

1

47 沖縄県 多重債務問題研修会
市町村消費者行政担当
職員及び相談窓口担当
者

多重債務相談やヤミ金融被害者へ
の相談対応方法等について研修を
実施

内閣府沖縄総合事務局
財務部金融監督課多重
債務相談員、司法書
士、弁護士

1 南城市と共催実施

47 沖縄県
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

消費生活相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に解
決するために必要な専門知識・相
談処理技法について研修を実施

一般財団法人　不動産
適正取引推進機構

1
テーマ：賃貸住宅の退去
等に伴う原状回復に関す
るトラブルについて

1 札幌市 相談員レベルアップ研修 相談員及び啓発担当者
国セン及び（一社）日本消費者協
会が実施した研修で習得した知識
について相談員相互の共有を図る

国セン及び（一社）日
本消費者協会が実施し
た研修の受講者

6

4 仙台市 多重債務に関する研修会
市職員、相談員、関係
機関職員

多重債務相談への対応について 弁護士 1

4 仙台市
アドバイザー弁護士事例研
究会

相談員 事例研究と対処法 弁護士 7

11 さいたま市
消費者契約に関する基礎法
令事例研修会

県・市町村の担当者、
相談員

消費者問題に関する法令等の解
釈、消費生活相談の事例検討

弁護士 12
埼玉県、弁護士会等との
共催

11 さいたま市相談事例研究会 市の担当職員、相談員
消費生活相談の事例検討、専門知
識の習得

旅行業公正取引協議
会、市生活福祉部門職
員、（一社）ＥＣネッ
トワーク等

4
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都道
府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

12 千葉市 消費生活相談員研修会 相談員

消費者事故等の通知、電力及び都
市ガスの自由化、消費者契約法及
び特定商取引法の改正について研
修を実施

①消費者庁②経済産業
省③明治学院大学准教
授

3

12 千葉市 消費者教育担い手養成研修 相談員
損害保険協会の提供及び説明会、
住宅取得・リフォームに関する概
要及び相談事例の研修を実施

①日本損害保険協会
②住宅リフォーム・紛
争処理支援センター

2

12 千葉市
消費者教育担当課職員研修
会

市職員
市関係課が連携して消費者教育を
進めていくための講義及びワーク
ショップ

市職員、（公財）消費
者教育支援センター

1

14 横浜市 専門知識研修 相談員、職員
相談に関する法律等の専門的な知
識の習得や接遇研修等

業界団体の専門家・弁
護士等

12

14 横浜市 グループ研修 相談員 各グループでの事例検討等 内部の担当者 12 グループ毎に１２回

14 横浜市 接遇研修 相談員
専門のコンサルテントが相談電話
対応をモニタリングし相談員に結
果をフィードバック

専門コンサルタント 1

14 横浜市 新採用相談員研修 相談員
相談に関する基礎知識や技法、個
人情報取り扱い等について

内部の担当者 3 各課で実施

14 川崎市
消費生活相談合同研修会
（事例研修）

相談員・センター職員 相談事例に関する勉強会
松本幸男弁護士
川口彩子弁護士
橋本尚子弁護士

3
横浜弁護士会川崎支部に
委託

14 川崎市 レベルアップ研修 相談員・センター職員
クレジット・リース被害対策弁護
団の取り組みから～訴訟案件を中
心に～

瀬戸和宏弁護士 1
ＮＰＯ法人かわさき
コンシューマーネットに
委託

14 川崎市 レベルアップ研修 相談員・センター職員
電気通信事業法の改正と新たな消
費者保護ルール

齋藤雅弘弁護士 1
ＮＰＯ法人かわさき
コンシューマーネットに
委託

14 相模原市
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

消費生活相談員
電気通信事業法改正後の消費者保
護ルール

総務省職員 1

14 相模原市
消費生活相談員レベルアッ
プ研修

消費生活相談員 精神障がい者の理解 市職員 1

15 新潟市 消費生活相談員研修 相談員及び事務職員
住宅リフォーム工事のトラブル防
止について研修を実施

公益財団法人住宅リ
フォーム・紛争処理支
援センター職員

1

15 新潟市 消費生活相談員研修 相談員
弁護士と相談事例について検討会
を実施

弁護士 2

22 静岡市 消費生活相談員研修会
消費生活相談員
消費生活相談担当事務
職員

相談事例検討会 弁護士 1

22 静岡市 消費生活相談員研修会
消費生活相談員
消費生活相談担当事務
職員

電気通信事業法改正に関する研修
会

総務省 1

22 静岡市 消費生活相談員研修会
消費生活相談員
消費生活相談担当事務
職員

消費者教育に役立つインターネッ
トトラブルの現状を学ぶ

NIT情報技術推進ネット
ワーク（株）

1

23 名古屋市 相談員研修会
名古屋市消費生活セン
ター相談員及び相談担
当職員

電力の小売全面自由化 中部経済産業局職員 1

23 名古屋市 相談員研修会
名古屋市消費生活セン
ター相談員及び相談担
当職員

多様な決済サービスの概要につい
て

コンサルタント 1

23 名古屋市 相談員研修会
名古屋市消費生活セン
ター相談員及び相談担
当職員

精神障害者への相談対応について 市職員 1

23 名古屋市 相談員研修会
名古屋市消費生活セン
ター相談員及び相談担
当職員

多様な決済サービスの概要につい
て

コンサルタント 1

23 名古屋市 相談員研修会
名古屋市消費生活セン
ター相談員及び相談担
当職員

商品テストについて 市職員 1

23 名古屋市 情報アドバイザー研修会
名古屋市消費生活セン
ター情報アドバイザー
及び事務職員

知的障がい者向けの金銭管理教育 市職員 1

23 名古屋市 情報アドバイザー研修会
名古屋市消費生活セン
ター情報アドバイザー
及び事務職員

消費者教育 公益財団法人職員 1

26 京都市 法律事例研究会
消費生活相談員，事務
職員

複雑で高度な法的知識が必要な相
談事例の処理方法について，委託
弁護士からのアドバイスを受け
る。

弁護士 12

27 大阪市 事例研究会 相談員
法律の専門家のアドバイスによ
り、相談事例の対応方法などを研
究する

弁護士 6

27 大阪市
高度な専門相談への相談員
対応力強化研修

相談員・事務職員

「民法」「金融商品トラブル」
「特商トラブル」「不動産売買ト
ラブル」等のテーマについて研修
を実施

弁護士 12

27 大阪市
高度な専門相談への相談員
対応力強化研修

本市相談員
専門家を招へいして、その分野に
関する専門的な知識を相談員が得
るために研修を実施

（独）国民生活セン
ター職員
ＣＲＩＮ協議会

2

27 堺市
顧問弁護士による相談事例
検討会

本市の相談員
相談事例の検討による専門知識及
び相談処理技法の習得

弁護士 3
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府県
コード

自治体名 研修・講習会名 対象 内容 講師
講義等
回数

備考

27 堺市
消費者教育担当教員に対す
る研修会

本市立小・中学校の担
当教員

授業に役立てることを目的とする
ロールプレイやグループディス
カッションを交えた講座

本市相談員 1

28 神戸市 消費生活相談員研修 消費生活相談員

相談員のニーズに応じ、専門家か
らより実践的な知識等を習得でき
るよう、ワークショップ形式の研
修を行う。

弁護士等 6

34 広島市
多重債務問題に関する研修
会

担当職員

債務整理などの法的救済が確実に
行われるよう相談体制を充実強化
するために、関係各課の窓口担当
者が適切な対応ができるようにす
るための研修会を実施

支援団体代表者、弁護
士

1

40 北九州市 消費生活相談員研修 相談員
相談員として必要な知識・技法を
深めることを目的とした研修会

相談員協会職員、弁護
士、司法書士、外部専
門講師

11 相談業務委託先が実施

43 熊本市 消費生活相談員研修会 職員・相談員 相談事例の解決方法 弁護士 4 １回は県との共催
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（２）研修参加状況（都道府県、政令指定都市）

(平成28年度)

都道
府県

コード
自治体名 研修・講習会名 開催主体 参加者 内容

参加
人数
(人)

備考

1 北海道 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力を身につけるための研修

1

1 北海道 都道府県等食品表示法担当者研修 国 事務職員
食品表示基準全般に関することや食品表示基準に
規定されている表示事項に関する講義

1

1 北海道
消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修：特
定商取引法）

国 事務職員 特定商取引法に係る執行に関しての専門研修 1

1 北海道 多重債務相談等に係る勉強会 国 事務職員 多重債務に関する相談対応事例に関する講義 1

1 北海道 債務相談スキルアップ勉強会 国 事務職員
カウンセリングアプローチを活用した債務相談対
応

2

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 PIO-NETセミナー 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブルの講義 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 専門講座地域コース 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 専門講座地域コース 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブルの講義 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難者への相談対応関連の講義 1

1 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット通販に関する消費者トラブルの講
義

1

1 北海道 教材体験フェスタ その他 事務職員 参加型学習教材ワークショップ 1

1 北海道 消費者教育推進のための研修 国セン 事務職員
消費者教育に係わる講師養成に関する講義（応用
コース）

1

2 青森県
平成28年度消費者庁所管法令執行担当者研修（初
任研修）

国セン 事務職員
消費者行政初任者に対する消費者安全法、特定商
取引法の講義

1 本課１名

2 青森県 市町村相談対応レベルアップ研修会 県 事務職員、相談員 相談の実務 1 本課２名

2 青森県 4月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 7

2 青森県 5月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 8 本課１名

2 青森県 6月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 7 本課１名

2 青森県 7月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 8 本課２名

2 青森県 8月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 8 本課１名

2 青森県 9月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 7 本課１名

2 青森県 10月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 9 本課２名

2 青森県 11月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 8 本課１名

2 青森県 12月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 7 本課２名

2 青森県 1月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 6 本課１名

2 青森県 2月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 6 本課２名

2 青森県 3月事例検討会 県 事務職員、相談員 相談事例の検討会 8 本課１名

2 青森県 青森県消費生活相談員人材バンク研修会 県 事務職員、相談員
消費生活相談員が身につけておくべき民法の基礎
知識

2

2 青森県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談員研修 1

2 青森県 消費生活相談員研修　　　　　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難者への相談対応関連 1

2 青森県 消費生活相談員研修　　　　　専門・事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

1

2 青森県
平成28年度消費者教育に携わる講師養成講座（応
用コース）

国セン 相談員 小・中・高・大学生対象（１回目） 1

2 青森県
平成28年度消費者教育に携わる講師養成講座
（応用コース）

国セン 相談員 小・中・高・大学生対象（２回目） 1

2 青森県
平成28年度消費者教育に携わる講師養成講座
（応用コース）

国セン 相談員 小・中・高・大学生対象（３回目） 1

2 青森県 平成28年度消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 食品表示制度の概要等 1

2 青森県 平成28年度消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 割賦販売法改正のポイント等 1

2 青森県 消費生活相談員資格試験対策講座（第1回目） 県 相談員 消費生活相談員資格試験対策研修 3

2 青森県 消費生活相談員資格試験対策講座（第2回目） 県 相談員 消費生活相談員資格試験対策研修 2

2 青森県 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員 生命保険相談の事例と対処法 7

2 青森県 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員 国センＡＤＲの概要と活用のポイント 7

2 青森県 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
多重債務相談のスキルアップを目指して　　～債
務整理の方法について～

5

2 青森県 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
「住まいるダイヤル」における住宅相談等の概要
と相談事例の紹介

3

2 青森県 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
精神疾患を抱えた相談者への対応と相談員の心の
健康

6

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
消費生活相談の役割と特徴　　　　　　　　－行
政支援と司法支援の違いを踏まえー

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
電力の小売全面自由化で何が変わるか　　　－契
約トラブルへの対応を含めてー

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
電気通信事業法改正の概要　　　　　　　　　－
相談現場で必要な知識を中心にー

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員 光卸回線、光コラボレーションの仕組み 3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
についてー改正消費者安全法を踏まえー

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）
の概要と相談状況等について

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
多様な国際カード決裁の仕組みー相談対応のポイ
ントを踏まえー

3

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
心の問題を踏まえた相談対応ー相談者への理解と
相談員のメンタルヘルスー

2

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
消費者団体訴訟制度の概要ー消費者裁判手続特例
法の施行に向けてー

2

2 青森県 Ｄ－ラーニング 国セン 相談員
高齢者向け住まいの種類と特徴
－有料老人ホームとサ高住を中心にー

1

3 岩手県
所管法令執行担当者研修（初任者研修、専門研
修）

国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力を身に付けるための研修

1 消費者庁

3 岩手県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法及び景品表示法に基づく広告等の監視
指導に関して専門的な知識の習得を図るための研
修

2 消費者庁
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3 岩手県 管理職講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要な知識の習得に資するた
めの学識経験者や行政官等の講義および受講者間
の意見交換

2 県民生活センター

3 岩手県 職員講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な実務知識
の習得に資するための学識経験者や行政官等の講
義および受講者間の意見交換

1 県民生活センター

3 岩手県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識および技法の習得に資するための講
義

4 県民生活センター

3 岩手県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン
相談員、商品テスト

職員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識および技法の習得・向上に資するた
めの学識経験者、専門家等の講義および受講者間
の意見交換

17 県民生活センター

3 岩手県 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース 国セン
相談員、商品テスト

職員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識および技法の習得・向上に資するた
めの講義

5 県民生活センター

3 岩手県 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員
消費生活相談情報の充実を図るための消費生活相
談カードの作成についての講義および演習

1 県民生活センター

3 岩手県
消費生活相談員研修　Ｄ－ラーニング研修　オン
デマンド配信コース

国セン
事務職員、相談員、

商品テスト職員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要なトピック的知識の習得に資するための研修
（オンデマンドでの受講）

95 県民生活センター

3 岩手県
消費者教育に携わる講師養成講座応用編（対象者
別コース）

国セン 相談員

消費者講座の講師となるに、高齢者・障がい者・
民生委員・福祉関係者など講座の受講対象者別に
必要となる知識の習得や技法の向上を図るための
講座

1 県民生活センター

3 岩手県 地域見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員、相談員
地域で消費者教育を推進するために必要な基礎
的・実務的知識を習得に資するための学識経験者
や行政官等の講義および受講者間の意見交換

2 県民生活センター

3 岩手県 レベルアップ講座 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
消費生活に関係する各分野の専門家による講義及
び演習

47 県民生活センター

3 岩手県 スキルアップセミナー 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員

消費者行政の一元化の実効性を高めるため、消費
生活と関わりの深い他機関が所管する業務等につ
いて幅広く学習するためのセミナー

73 県民生活センター

3 岩手県 生活相談事例研究会 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
講師による消費生活関係法令の講義と相談事例等
の処理に係るグループ検討及び講師による助言

74 県民生活センター

3 岩手県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員
消費生活相談に必要な法知識や時事的な消費者問
題をテーマとした研修講座

4
財団法人日本消費者協
会

3 岩手県 食品表示基準に係る説明会 国 事務職員 食品表示基準の概要 2 県民くらしの安全課

4 宮城県 管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の動向や施策のポイント
等を学ぶ。

1

4 宮城県 職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員
消費者問題な何かの基本，関連法規の基礎知識，
消費者教育の実践等について学ぶ

1

4 宮城県 職員講座（広報・啓発）【新設】 国セン 事務職員
効果的な情報作成のノウハウやＩＣＴを使った情
報発信についての運営管理等を学ぶ

2

4 宮城県 職員講座（相談支援）【新設】 国セン 事務職員
行政窓口としての行政支援，相談カードの決済ポ
イント等を学ぶ。

2

4 宮城県 消費生活相談員基礎講座（基礎コース）【新設】 国セン 相談員
消費生活相談業務を行ううえでの基礎知識や技法
等を習得する。

2

4 宮城県 消費生活相談員基礎講座（実務コース）【新設】 国セン 相談員
具体的な相談関連テーマの基本となる知識やノウ
ハウを習得する。

4

4 宮城県
消費生活相談員基礎講座（フォローアップコー
ス）【新設】

国セン 相談員
これまで相談現場で得た経験を踏まえ知識や技術
のフォローアップを行う。

5

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル① 2

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

3

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示① 2

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル② 2

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル②

1

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル① 3

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 対応困難者の相談対応関連① 1

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル①

1

4 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行（ＯＴＡ）①

3

4 宮城県 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員 最近の制度・法改正① 2

4 宮城県 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員
多重債務問題関連（メンタルトラブル，福祉・司
法手続きを知る）

2

4 宮城県 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員
インターネット通販に関する消費者トラブル～決
済の流れを中心～

5

4 宮城県 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員
高齢者に関する消費者トラブル（高齢者支援の制
度・サービス・相談対応を学ぶ）

4

4 宮城県 ＰＩＯ-ＮＥＴセミナー 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談情報の充実のため，ＰＩＯ－ＮＥＴ
入力等について学ぶ。

6

4 宮城県 専門講座　地域コース（地方公共団体と共催） 国セン 相談員
決済（キャッシュレスを含む）関係をめぐるトラ
ブル

11

4 宮城県 専門講座　地域コース（地方公共団体と共催） 国セン 相談員
土地 ・ 住宅 ・ 高齢者の住まいに関する消費者
トラブル

2

4 宮城県 消費者教育に携わる講師養成講座（基礎コース） 国セン 相談員 講師としての心得や話し方，講座案作り等を学ぶ 3

4 宮城県 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 事務職員、相談員
高齢者等対象（３コース）高齢者・障がい者・民
生委員等対象

3

4 宮城県 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 相談員
小中学生等対象（４コース）小・中・高・大学生
等対象

2

4 宮城県
消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース）
【新設】

国セン 事務職員 教員対象（２コース）教員対象 1

4 宮城県 消費者教育コーディネーター育成講座【新設】 国セン 相談員
消費者教育コーディネーター等として各地での取
り組み事例や意見交換により実践知識を習得す
る。

2

4 宮城県
地域の見守りネットワーク推進のための講座【新
設】

国セン 事務職員
消費者被害防止のためのネットワーク構築や体制
整備等を学ぶ

1

4 宮城県
地域の見守りネットワーク推進のための講座【新
設】

国セン 相談員
高齢者の見守り等地域における消費生活サポー
ターの育成及び活用について学ぶ。

1

4 宮城県 第１回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員
国民生活センター越境消費者センターの概要と相
談状況等について

8
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4 宮城県 第２回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員 消費者市民社会とは～その考え方や今後の展開～ 5

4 宮城県 第３回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員
カウンセリング的アプローチを活用した債務相談
対応ほか

5

4 宮城県 第４回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員
原状回復ガイドラインと敷金精算トラブルの相談
対応

7

4 宮城県 消費生活相談員研修会（一泊研修） 県 相談員 消費生活相談員業務の基本についてほか 12

4 宮城県 高等学校教育担当教員等消費生活講座 県 事務職員、相談員
高校生が遭遇するサイバー犯罪の現状と対策～被
害者・加害者にならないために～」

6

4 宮城県 消費生活相談員研修（山形県消費生活相談員） 県 相談員
消費者問題について具体事例や関係法令等を学
ぶ。

1

4 宮城県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 割賦販売法改正のポイントほか 3

4 宮城県
市町村消費生活相談員連絡協議会県北ブロック研
修会

その他 相談員 対応困難者への相談対応について 2

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第１回　消費生活相談の役割と特徴　－行政支援
と司法支援の違いを踏まえー

19

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第２回　電力の小売全面自由化で何が変わるか
－契約トラブルへの対応を含めてー

11

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第３回　電気通信事業法改正の概要　－相談現場
で必要な知識を中心にー

13

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員 第４回　光卸回線、光コラボレーションの仕組み 15

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第５回　消費者被害防止のための見守りネット
ワーク構築について－改正消費者安全法を踏まえ
－

10

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第６回　越境消費者トラブルの概要とCCJの活用
方法

6

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第７回　多様な決済サービスの概要　－国際カー
ド決済の仕組みを中心にー

10

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第８回　対応困難相談者の抱える心の問題への対
応

7

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第９回　消費者団体訴訟制度の概要　－消費者裁
判手続特例法の施行に向けてー

5

4 宮城県 国民生活センターＤ－ラーニング 国セン 相談員
第１０回　高齢者向け住まいの種類と特徴　－有
料老人ホームとサ高住を中心にー

8

4 宮城県 消費者庁所管法令担当者研修（初任者研修） 国 事務職員 特商法や景表法等の執行担当向け基礎研修 1

4 宮城県 消費者庁所管法令担当者研修（専門研修） 国 事務職員
特商法や景表法等の執行担当向け各種調査等に係
る実技研修

1

4 宮城県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会（東北ブロッ
ク）

国 事務職員
健増法や景表法に係る虚偽誇大広告に関する執行
担当向け研修

1

4 宮城県 平成28年度第1回景品表示法ブロック会議 国 事務職員
景表法の執行担当向け基礎研修及び東北ブロック
担当の情報交換

1

4 宮城県 平成28年度第2回景品表示法ブロック会議 国 事務職員
景表法の執行担当向け基礎研修及び東北ブロック
担当の情報交換

1

4 宮城県 平成28年度割賦販売法（前払信用施策）研修 国 事務職員
割賦販売法（前払信用施策）の執行担当向け基礎
研修

1

5 秋田県 東北６県食品表示監視協議会法令研修 国 事務職員 新しい食品表示制度に関する研修 1

5 秋田県 金融モニタリング総合研修 国 事務職員
主に貸金業法に関する監視や執行方法についての
講義

1

5 秋田県 第1回景品表示法ブロック会議（初任者研修） 国 事務職員
消費者行政執行に必要な、食品表示法や景品表示
法等の法律についてその内容や執行方法等につい
ての講義。

1

5 秋田県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修

国 事務職員 健康増進法や景品表示法に関する実務研修 1

5 秋田県 消費者庁所管法令執行担当者研修 国セン 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力を身に付けるための研修

1

5 秋田県 都道府県等食品表示法担当者研修 国 事務職員

食品表示法について、都道府県などから寄せられ
た質問に関する回答や、「基準」及び「通知」に
ついての講義

1

5 秋田県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員、相談員
法制度改正、ネット、多重債務。高齢者、ネット
通販

9

5 秋田県 民間賃貸住宅相談研修会 その他 相談員 賃貸住宅にかかるトラブル 1

5 秋田県 日本消費者協会研修 その他 相談員 法制度改正、消費生活問題 2

6 山形県 管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政の基礎知識 1

6 山形県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談業務に関連する基礎知識及び技法 1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、キャッシュレス決済

1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示 1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題 1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への相談対応 1

6 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に対する消費者トラブル 1

6 山形県
消費生活相談員研修　専門・地域コース（宮城
県）

国セン 相談員 決裁手段をめぐる消費者トラブル 2

6 山形県 消費者教育推進のための研修 国セン 事務職員 消費者教育コーディネーター育成 1
事務職員：消費者教育
推進員

6 山形県 消費者教育・啓発等の実務担当職員講座 国セン 事務職員 消費者教育・啓発等 1
事務職員：消費者教育
推進員

6 山形県 県内相談機関初任者研修 その他 相談員 相談対応の基礎と支援について 1
その他：山形県男女共
同参画センター

6 山形県 外国人相談窓口担当者研修 その他 相談員 外国人からの相談対応について 1
その他：公益財団法人
山形県国際交流協会

6 山形県 賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修 その他 相談員
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインなどに
ついて

1
その他：（株）社会空
間研究所　※国交省委
託事業

7 福島県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な知識の習得 2

7 福島県 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 広報・啓発 1

7 福島県 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 相談支援 1

7 福島県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談の基礎知識及び相談処理技法の習得 3

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

1
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7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・キャッシュレス決済

1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行

1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 インターネット通販 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の消費者トラブル 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 自動車・美容医療に関する消費者トラブル 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難者の相談対応関連 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題関連 1

7 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブル 1

7 福島県 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 相談カードの作成ルールの基本的講義及び実習 2

7 福島県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 基礎コース 1

7 福島県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 応用コース（高齢者） 2

7 福島県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 応用コース（小・中学校、高校、大学生） 1

7 福島県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 応用コース（教員） 1

7 福島県 消費者教育推進のための研修 国セン 事務職員 消費者教育コーディネーター育成講座 1

7 福島県 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

7 福島県 全国消費者フォーラム 国セン 事務職員、相談員
地域における消費者教育、エシカル消費への取組
み

2

7 福島県 Ｄラーニング 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談の役割、電力小売自由化、電気通信
事業法改正、光卸回線、見守り等

15

7 福島県 地方公共団体職員等研修 国 相談員 食品関連 1

7 福島県 精神保健福祉関係職員基礎研修会 県 相談員
県の精神保健福祉施策、個別相談の進め方、精神
保健福祉相談の対応の基本、精神疾患の理解と対
応

1

7 福島県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員 賃貸借契約のトラブル相談対応 1

8 茨城県 相談員スキルアップ研修会 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
金融商品や電子決済など，各分野の専門家を講師
とした専門分野別の研修（年６回）

28

8 茨城県 消費者庁所管法令執行担当者初任者研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力を身に付けるための研修

3
参加者には事業者指導
専門員を含む

8 茨城県 消費者庁所管法令執行担当者専門研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力を身に付けるための研修

2
参加者には事業者指導
専門員を含む

8 茨城県 消費者行政職員講座 国セン 事務職員 消費者行政推進に必要な基礎知識習得 1

8 茨城県 消費者行政職員講座　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政推進に必要な基礎知識習得 1

8 茨城県 ボーケンセミナー その他 商品テスト職員 服飾雑貨の品質表示の基礎知識習得 1
一般財団法人ボーケン
品質評価機構

8 茨城県 商品テスト企画会議 国セン 商品テスト職員
商品テスト等に携わっている職員で，直面してい
る問題点の検討や情報交換を行い，テスト業務に
関する知識を修得

1

8 茨城県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 商品テスト職員
商品テストに必要なテスト方法や評価等に関する
技術・知識の習得

1

8 茨城県 消費生活相談員研修 その他 相談員 健康食品と保険機能食品表示制度の習得 2

8 茨城県 賃貸借トラブル相談研修会 その他 相談員
不動産賃貸借に関する相談への対応方法等知識の
習得

2

8 茨城県 消費者教育講師養成講座 国セン 相談員 消費者教育講師育成のための知識，実務の習得 2

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
決済手段をめぐる消費者トラブルに関する実務習
得

1

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員 製品の安全性と表示に関する知識・実務の習得 2

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員 土地，住宅トラブルに関する知識・実務の習得 1

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
自動車・美容医療に関する消費者トラブルに関す
る知識・実務の習得

1

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
特商法関連の消費者トラブルに関する知識・実務
の習得

1

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
インターネット，スマートホンに関する相談知
識，実務の習得

4

8 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
高齢者に関する消費者トラブルに関する知識・実
務の習得

2

8 茨城県 相談員レベルアップ研修会 県 相談員
消費者問題に詳しい弁護士を講師とした少人数で
の相談事例研究

10

8 茨城県 広報啓発行政職員研修 国セン 事務職員
情報発信の重要性，新しいメディアを活用した情
報発信，パブリシティによる情報発信。自治体・
民間企業の情報発信等について

1 事務嘱託

9 栃木県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理研修

10

9 栃木県 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員、相談員 消費生活相談カード作成に必要な知識の習得 2

9 栃木県 消費生活相談員講師養成講座 国セン 相談員
消費者講座の講師となるための基礎的な知識の技
法や習得

1

9 栃木県 消費者庁所管法令執行担当者研修 国 事務職員 消費者庁所管法令執行に必要な知識の習得 2

9 栃木県 都道府県等食品表示法担当者研修 国 事務職員 食品表示法の執行に必要な知識の習得 1

9 栃木県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に必要な知識の習得

1

9 栃木県 放射性物質検査に関する全国研修会 国 事務職員 放射性物質検査に必要な知識の習得 1 国、国セン共催

9 栃木県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員 消費者庁所管法令執行に必要な知識の習得 2

9 栃木県 平成28年度市区町村向け多重債務相談研修 国 事務職員 多重債務相談に関する知識の習得 1

9 栃木県
平成28年度商品テスト企画会議及び商品テスト技
術・評価研修会

国セン 商品テスト職員 商品テストの技術向上のための研修会 1

10 群馬県 地方公共団体職員等研修 その他 商品テスト職員
食品の品質、検査分析技術等相談対応に必要な知
識と技術に関する研修

1

10 群馬県 商品テスト企画会議 国セン 商品テスト職員 商品テストに係る企画会議 2

10 群馬県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 商品テスト職員 商品テストに係る技術・評価研究会 1

10 群馬県
南関東ブロック消費者センター商品テスト担当者
会議

県 商品テスト職員 商品テストに係る研修・検討会 1

10 群馬県 製品安全研修 国 商品テスト職員 製品安全４法に係る講義・実務研修 1
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10 群馬県 消費者行政職員研修（基礎） 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な法律や実
務知識を習得する

1

10 群馬県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員
消費者講座の講師としての必要な基礎知識・技法
についての講義

1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
最近の制度・法改正（電気事業法・電気通信事業
法の改正等）についての講義

1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブルについての講義

1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブルについての講義 1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示についての講義 1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題関連についての講義 1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・キャッシュレス決済についての講義

1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブルについての講義 1

10 群馬県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブルについての講義 1

10 群馬県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 相談業務に必要な知識を習得するための講義 4

10 群馬県
民間賃貸住宅の賃貸関係をめぐるトラブル相談対
応研修会

その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸関係をめぐるトラブルに係る
相談対応についての講義

2

11 埼玉県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
特定商取引法や景品表示法の執行に関する専門知
識や実践力を身につ行けるための講義

2

11 埼玉県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
特定商取引法の執行に関する専門知識や実践力を
身につ行けるための講義

1

11 埼玉県 経済産業省　割賦販売法研修 国 事務職員
消費者保護及び取引適正化の観点から、割賦販売
法に係る執行に関する講義

2

11 埼玉県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要な知識の習得に資する講
義

1

11 埼玉県 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な実務知識
の習得に資する講義

9

11 埼玉県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得・向上に資する講義

28

11 埼玉県 消費者行政担当職員・消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員

第１回　消費生活相談のための「オンラインゲー
ム講座」
第２回　楽天の決裁関連サービスと消費者トラブ
ルについて」　研修を実施

61

11 埼玉県 法令研修会 県 事務職員、相談員
電気通信事業法改正後の消費者保護説明会につい
て研修を実施

91 相談員分を除く

11 埼玉県 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
毎月１回テーマを決めて、消費者関連法令の解釈
及び事例検討を実施（計１２回）

167

11 埼玉県
民間賃貸住宅の賃貸関係をめぐるトラブル関係相
談対応研修

その他 事務職員、相談員
民間賃貸住宅に関する相談対応事例、原状回復を
めぐるトラブル等について学ぶ

4
(株)社会空間研究所
（国土交通省補助事
業）

11 埼玉県 地方公共団体職員等研修 国 商品テスト職員
食品表示法（食品表示基準を含む）の講義、だし
のうま味に関する講義と実技、商品テスト事例に
関する講義

1
独立行政法人農林水産
消費安全技術センター
（FAMIC）主催

11 埼玉県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 商品テスト職員
商品テストや苦情相談の解決に必要な技術、知識
に関する講義（低周波音問題）

1
国民生活センター商品
テスト部主催

11 埼玉県 製品安全業務報告会 国 商品テスト職員
・経済産業省・消費者庁の安全政策の講演
・製品事故情報収集調査結果に関する講義
・製品事故調査事例発表

2
独立行政法人製品評価
技術基盤機構主催

11 埼玉県 製品安全研修 国 商品テスト職員
・製品安全行政・製品安全４法等の講義
・安全学の講義、現地（nite）での研修
・PL法、商品テスト、民間企業、消費者講義

1 経済産業研修所主催

11 埼玉県 食品表示に関する講座 国 商品テスト職員
景品表示法と健康増進法、課徴金制度導入、
FAMICの検査に関する講義

1

関東ブロック食品表示
連絡会議（関東農政局
消費・安全部消費・安
全チーム）主催

11 埼玉県 埼玉県食の安心県民の集い 県 商品テスト職員 化学物質から考える。食の安全・安心の講演 1
埼玉県保健医療部食品
安全課主催

11 埼玉県 商品テスト企画会議 国セン 商品テスト職員 消費者庁の消費者教育への取り組みに関する講義 1
国民生活センター商品
テスト部主催

11 埼玉県
南関東ブロック消費者センター商品テスト担当者
会議

県 商品テスト職員

講演
・国民生活センターの業務と商品テスト事例
・一般財団法人家電製品協会消費者啓発活動の紹
介

3
埼玉県（持回り幹事）
主催

11 埼玉県 消費生活相談員等研修 その他 事務職員、相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な知識及び技法の習得・向上に資する講義

9
（公財）消費者教育支
援センター

11 埼玉県 金融広報アドバイザー等研修会 その他 相談員
若年者の消費者被害の現状と年齢別の必要とする
知識の把握

2 埼玉県金融広報委員会

11 埼玉県 西部地区市町村消費者行政連絡協議会会員研修会 市 事務職員、相談員
消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法につい
て・行政職員としての心構えについて講義

2

12 千葉県
第１回景品表示法ブロック会議（新任担当者向け
研修）

国 事務職員
新たに景品表示法を担当することとなった職員向
けの景品表示法等の講義

2

12 千葉県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員

特定商取引法の執行実務に必要となる基礎知識、
消費者安全法、食品表示関係法令・制度、景品表
示法及び家庭用品品質表示法に関する制度概要一
般の講義

4

12 千葉県 割賦販売法研修（前払信用施策） 国 事務職員
前払信用施策（総論）、互助会業界の動向、友の
会の動向、立入検査等の講義

2

12 千葉県 日本貸金業協会業務研修会 その他 事務職員
貸金業関係法令やコンプライアンスに関する事
項、同協会の監査状況等の講義(日本貸金業協会
会員向け研修に参加)

1

12 千葉県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
特定商取引法及び景品表示法の執行に関わる実務
の専門的な知識の講義

4

12 千葉県 市区町村向け多重債務相談研修 国 事務職員
地域の多重債務相談体制の強化に向けた、相談
員、担当職員を対象とした実務等の講義

1

12 千葉県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会（関東信越ブ
ロック）

国 事務職員
健康増進法担当部局と景品表示法担当部局との有
機的な連携により、食品表示に対する執行力の向
上を図ることを目的とした研修

16

12 千葉県 消費者行政職員研修 消費生活相談員研修 国セン
事務職員、相談員、

商品テスト職員
管理職講座、職員講座、専門・事例講座 24

12 千葉県 市町村消費者行政担当職員・消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
消費者行政に関する説明及び消費者問題に関する
講演

11

13 東京都 法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
家庭用品品質表示法、景品表示法及び特定商取引
法に係る初任者研修

5

13 東京都 法令執行担当者専門研修 国 事務職員 景品表示法及び特定商取引法に係る専門研修 6
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13 東京都 割賦販売法（前払信用施策・後払信用施策）研修 国 事務職員 割賦販売法に係る研修 5

13 東京都 行政法・行政手続法研修 国 事務職員 行政法・行政手続法に係る研修 3

13 東京都 消費者契約法研修 国 事務職員 消費者契約法に係る研修 8

13 東京都 特定商取引法及び消費者安全法研修 国 事務職員 特定商取引法及び消費者安全法に係る研修 8

13 東京都 景品表示法及び東京都消費生活条例研修 国 事務職員 景品表示法及び東京都消費生活条例に係る研修 8

13 東京都 割賦販売法研修 国 事務職員 割賦販売法に係る研修 8

13 東京都 ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 国セン 事務職員、相談員 相談情報のルールについての基本的な講義・実習 6

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関するトラブ
ル2回目

1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル３回目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関するトラブ
ル2回目

1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット通販に関する消費者トラブル－決
済手段の流れを中心に－2回目

2

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
消費生活相談の役割と特徴－行政支援と司法支援
の違いを踏まえ－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
電力の小売全面自由化で何が変わるか－契約トラ
ブルへの対応を含めて－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
電気通信事業法改正の概要－相談現場で必要な知
識を中心に－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員 光卸回線、光コラボレーションの仕組み 1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
について－改正消費者安全法を踏まえ－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員 越境消費者トラブルの概要とCCJの活用方法 1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
多様な決済サービスの概要－国際カード決済の仕
組みを中心に－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員 対応困難相談者の抱える心の問題への対応 1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
消費者団体訴訟制度の概要－消費者裁判手続特例
法の施行に向けて－

1

13 東京都 Ｄ－ラーニング（聴講） 国セン 相談員
高齢者向け住まいの種類と特徴－有料老人ホーム
とサ高住を中心に－

1

14 神奈川県 平成28年度割賦販売法（後払信用施策）研修 国 事務職員 割賦販売法（後払信用施策）の執行に係る講義 1

14 神奈川県 平成28年度割賦販売法（前払信用施策）研修 国 事務職員 割賦販売法（前払信用施策）の執行に係る講義 1

14 神奈川県
平成28年度消費者庁所管法令執行担当者研修（初
任者研修）

国 事務職員 特定商取引法及び景品表示法の執行に係る講義 1

14 神奈川県
平成28年度消費者庁所管法令執行担当者研修（専
門研修）

国 事務職員 特定商取引法の執行に係る講義 1

14 神奈川県 消費生活相談員基礎講座（基本コース） 国セン 相談員
消費生活相談業務を行ううえで必要不可欠な基礎
知識および技法の習得

2

14 神奈川県 管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の動向や施策のポイン
ト、業務上最低限必要となる関連法規の基礎知識
の習得

2

14 神奈川県 職員講座（基礎） 国セン 事務職員
消費者問題の基本、業務上必要となる関連法規消
費者教育の実践、他期間との連携等

2

14 神奈川県 職員講座（相談支援） 国セン 事務職員
行政窓口としての相談員への支援、相談カードの
チェックや登録・決裁ポイント

2

14 神奈川県 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 国セン 相談員 具体的な相談関連テーマの知識やノウハウの習得 2

14 神奈川県 消費者相談研修 国 事務職員
相談業務基礎スキル、民法等の基礎など消費者相
談を受ける際に必要な知識について

1

14 神奈川県 職員講座（広報・啓発） 国セン 事務職員
効果的な情報作成のノウハウやＩＣＴを使った情
報発信について運営管理や活性化のアイディア等
の研修

1

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行（ＯＴＡ）

4

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示 1

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員、相談員 特商法関連の契約トラブル 2

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

1

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員、相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 2

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員、相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

3

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員
多重債務関連問題（メンタルトラブル、福祉・司
法手続きを知る）

2

14 神奈川県 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談情報のPIO-NET入力等について講義
及び演習

4

14 神奈川県 地域の見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員 地域における消費生活サポーターの育成及び活用 1

14 神奈川県 消費者相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 対応困難相談者への相談対応関連 1

14 神奈川県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員
相談業務・消費者行政担当者を対象とした、その
時々の消費者問題をテーマとした研修

3

14 神奈川県
消費生活相談員基礎講座（フォローアップコー
ス）

国セン 相談員 新しい知識やノウハウの習得 1

14 神奈川県 電力・都市ガス小売全面自由化に関する説明会 国 事務職員
都市ガスの小売事業者を選ぶ際のポイントや留意
点、電力小売自由化の進捗状況や相談者からの相
談事例

1

15 新潟県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員
消費者問題に関して必要な基礎知識、消費者教育
の実践等

1

15 新潟県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員
消費者広報、啓発に関しての効果的な情報作成、
情報発信

1

15 新潟県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 PIO=NETの相談情報の入力ルール、検索方法 1

15 新潟県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
契約トラブル、インターネット・電話関連の消費
者トラブル、相談困難者対応

6

15 新潟県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識および技法の習得

2

15 新潟県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員
消費者講座の講師となる相談員に必要となる知識
の習得や技法の向上

4

15 新潟県
農林水産消費安全技術センター地方公共団体職員
研修

その他 商品テスト職員 食品の基礎知識と簡易テストの講義、実習 1

15 新潟県 消費者庁所管法令執行担当者研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に従事するための基本知
識など

1

173



都道
府県

コード
自治体名 研修・講習会名 開催主体 参加者 内容

参加
人数
(人)

備考

15 新潟県 Dラーニングオンデマンド収録聴講 国セン 事務職員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
について

1

15 新潟県 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

16 富山県 消費者庁法令執行担当者研修 国 事務職員、相談員
特定商取引法・景品表示法の基礎知識（初任者研
修）

3

16 富山県 消費者庁法令執行担当者研修 国 事務職員、相談員
特定商取引法・景品表示法の執行実務に必要な専
門研修

3

16 富山県 割賦販売法（前払式）研修 国 事務職員
割賦販売法（前払式）の基礎知識と執行実務に必
要な専門研修

1

16 富山県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法・景品表示法の執行実務に関する専門
研修

1

16 富山県 職員講座（基礎編） 国セン 事務職員 行政職員研修 1

16 富山県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 専門・事例講座等 5

16 富山県 消費生活相談員専門講座　地域コース 国セン 相談員 専門　地域コース 2

16 富山県 消費者教育推進のための研修 国セン 相談員 消費者教育講師養成講座 2

16 富山県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 商品テスト職員 テスト方法、評価等の技術・知識の習得 1

17 石川県 執行担当者初任者研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する基礎的な知識を
身につけるための講義

2 相模原

17 石川県 執行担当者専門研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関するより深い専門知
識や実践力を身につけるための講義

2 相模原

17 石川県
平成２８年度第１回景品表示法ブロック会議（初
任者向け研修）

国 事務職員
景品表示法の概要（法概要、事件処理業務等）に
ついての講義

1

17 石川県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等に関する実務研修会

国 事務職員 法執行に関する実践力を身につけるための研修 1

17 石川県 消費者行政職員研修　基礎講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な法律や実
務知識についての講義

2 相模原

17 石川県 消費者行政職員研修　相談支援 国セン 事務職員
消費生活相談を適切かつ迅速に行うための支援に
必要な知識や実務等についての講義

1 相模原

17 石川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 その他 事務職員、相談員

商品の安全性と食品表示、ＰＩＯＮＥＴセミ
ナー、電気通信事業法の改正、決済手段をめぐる
トラブル、インターネットスマートフォンの消費
者トラブル、多重債務問題関連、特商法関連契約
トラブル、自動車・美容医療トラブル、高齢者の
住まいに関するトラブル、インターネット通販ト
ラブル

12 相模原

17 石川県 消費生活相談員研修　専門・講座　地域コース 国セン 相談員 契約トラブル、決済をめぐるトラブル 2 大阪、愛知

18 福井県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
特定商取引法・消費者安全法・食品表示法・景品
表示法・家庭用品品質表示法の講義

2

18 福井県 虚偽誇大広告等の監視指導に関する実務研修会 国 相談員 健康増進法・景品表示法の違反事例研究 1

18 福井県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
特定商取引法・景品表示法の執行実務に必要な専
門知識の習得等

1

18 福井県 地方公共団体職員研修 国 商品テスト職員 食品表示に関すること 1

18 福井県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 管理職講座 1

18 福井県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 広報・啓発 1

18 福井県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 基本コース 1

18 福井県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 実務コース 1

18 福井県 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 商品テスト職員 簡易実験に関すること 1

18 福井県
消費生活相談員研修 専門講座地域コース（石川
県）

国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

2

18 福井県 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 1

18 福井県 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、キャッシュレス決済

1

18 福井県 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

18 福井県 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

1

18 福井県
消費生活相談員研修 専門講座地域コース（愛知
県）

国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

18 福井県
消費生活相談員研修 専門講座地域コース（大阪
府）

国セン 相談員
契約トラブル
民法・消費者契約法・特定商取引法

1

18 福井県 消費生活相談員・行政職員等研修 その他 事務職員 ネット・ＳＮＳの理解とリスクの確認他 1

18 福井県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修

その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応

1

19 山梨県 割賦販売法研修（前払信用施策） 国 事務職員
割賦販売法の前払信用施策（総論）、互助会、友
の会、立入検査（財務、業務）に関する講義

1

19 山梨県
平成28年度消費者庁所管法令執行担当者研修（初
任者研修）

国 事務職員

特定商取引法の執行事務に必要となる基本知識、
消費者安全法、食品表示法関係法令・制度、景品
表示法及び家庭用品品質表示法に関する制度概要
一般の講義

3

19 山梨県
平成28年度消費者庁所管法令執行担当者研修（専
門研修）

国 事務職員
特定商取引法の執行事務に必要な専門知識、景品
表示法の執行実務に必要な専門知識の講義

3

19 山梨県 都道府県等食品表示法担当者研修 国 事務職員
食品表示法に基づく、食品表示基準、品質事項に
関する講義

1

19 山梨県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
景品表示法又は健康増進法の事実認定について、
また事例研究に関する講義

1

19 山梨県
平成２８年度第１回景品表示法ブロック会議（新
任担当者向け研修）

国 事務職員
景品表示法の概要や違反事件処理業務に関する講
義

1

19 山梨県 消費者教育に携わる講師養成講座（基礎コース） 国セン 事務職員、相談員
消費生活講座の講師として必要な基礎知識・技法
の習得を図る講義

2

19 山梨県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政に必要な知識の習得を図
るための講座

1

19 山梨県 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 国セン 相談員
消費生活相談業務を行う上で必要不可欠な基礎知
識及び技法を習得する講座

1

19 山梨県 消費者行政職員研修　職員講座（広報・啓発） 国セン 事務職員
効果的な情報作成のノウハウやＩＣＴを使った情
報発信についての運営管理や活性化のアイディア
等を学ぶ講座

1

19 山梨県 消費者行政職員研修　職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員
業務上必要となる関連法規の基礎知識、消費者教
育の実践、相談員や他部署・他機関との連携につ
いて学ぶ講座

2

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（決済手段
をめぐる消費者トラブル）

国セン 相談員
決済手段をめぐる消費者トラブルについて、適切
かつ迅速に解決するために必要な専門知識及び技
法の習得を図る講座

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（インター
ネット・スマートフォントラブル）

国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ルを解決するために必要な専門知識や技法を習得
するための講義

1
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19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（インター
ネット・スマートフォンのトラブル・キャッシュ
レス決済）

国セン 相談員
インターネット・スマートフォンのトラブルを解
決するための専門知識やキャッシュレス決済の知
識を習得するための講義

1

19 山梨県 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 事務職員
教員を対象とした消費者教育講座等を実践するた
めの講座

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（商品の安
全性と食品表示）

国セン 相談員
食品の安全性や食品表示に関する相談を解決する
ために必要な専門知識や技法を習得するための講
義

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（特商法関
連の契約トラブル）

国セン 相談員
特商法関連の契約トラブルに関する相談を解決す
るために必要な専門知識や技法を習得するための
講義

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（自動車・
美容医療に関するトラブル）

国セン 相談員
自動車・美容医療の契約トラブルに関する相談を
解決するために必要な専門知識や技法を習得する
ための講義

1

19 山梨県
消費生活サポーター研修　地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 事務職員
消費者被害防止のためのネットワーク構築や体制
整備、継続運営のための課題やノウハウを学ぶ講
座

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（金融・保
険をめぐるトラブル）

国セン 相談員
金融・保険をめぐるトラブルに関する相談を解決
するために必要な専門知識や技法を習得するため
の講義

1

19 山梨県 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 事務職員
消費者教育コーディネーターに求められる役割を
実践的に学ぶ講座

1

19 山梨県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員
ネット・ＳＮＳ、食品表示、消費者契約法・特商
法改正に関する講座

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（対応困難
相談者への相談対応関連）

国セン 相談員
対応困難な相談者への相談処理方法や、相談員自
身のメンタルヘルスケアに関する知識を学ぶ講座

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（高齢者に
関する消費者トラブル）

国セン 相談員
土地・建物・高齢者住宅のトラブルに関する相談
を解決するために必要な専門知識や技法を習得す
るための講義

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（高齢者に
関する消費者トラブル）

国セン 相談員
高齢者に関する消費者トラブルに関する相談を解
決するために必要な専門知識や技法を習得するた
めの講義

1

19 山梨県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員
割賦販売法改正、集団的消費者被害救済制度、個
人情報保護法改正に関する講座

1

19 山梨県 消費者相談研修 国 相談員
消費者関連法令の基礎知識や相談業務に必要なコ
ミュニケーションスキルの習得のための講義

1

19 山梨県 景品表示法実務研修会 国 事務職員
景品表示法に基づく虚偽誇大広告等の監視指導に
関する実務を学ぶ研修

1

19 山梨県 公益通報者保護制度に関する研修会 国 事務職員 公益通報者保護制度の概要について学ぶ研修 1

20 長野県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
契約トラブルと被害救済、金融・保険をめぐる消
費者トラブル、製品の安全性と表示、多重債務相
談への対応、相談スキルの向上のために

13

20 長野県 消費生活相談員研修・専門講座・地域コース 国セン 相談員
契約トラブルと被害救済、金融・保険をめぐる消
費者トラブル、製品の安全性と表示、多重債務相
談への対応、相談スキルの向上のために

4

20 長野県 消費者行政職員研修 職員講座（基礎） 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な法律や実
務知識を学識経験者や行政官等の講義により習得
する。

1

20 長野県
消費者教育に携わる講師養成講座‐対象者別スキ
ルアップ

国セン 相談員

地域において消費者講座の講師となる消費者行政
職員及び消費生活相談員に対して必要となる基礎
知識・技法の習得を図ると共に演習などを通じて
実践的手法を学ぶ。

1

20 長野県
Ｄ－ラーニングオンデマンド配信コース 撮影時
聴講

国セン 相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識及び相談処理技法に資することを目
的とし、「平成27年度Dラーニング（遠隔研修）
オンデマンド配信コース①～⑨」を実施する。そ
の撮影時の聴講。

1

20 長野県 ＰＩＯ－ＮＥＴ操作研修 国セン 事務職員、相談員 PIO-NET2015の操作方法を習得する。 2

20 長野県 長野県市町村消費者行政担当者基礎研修 県 事務職員
消費生活相談員に必要な法律知識、相談技術の習
得等

2

20 長野県 消費生活相談員レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
消費生活相談員に必要な法律知識、相談技術の向
上

26

20 長野県 消費生活相談員研修 特別講座（新設） 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識及び相談処理技法を習得する。

0

20 長野県 消費生活相談員基礎講座 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識及び相談処理技法を習得する。

1

20 長野県 職員講座（広報・啓発） 国セン 事務職員
消費者広報・啓発業務を担当するために必要な効
果的な情報作成のノウハウ等を習得する

1

20 長野県 職員講座（相談支援） 国セン 相談員

消費者相談支援を担当する職員に対し、行政窓口
としての相談員への支援、相談カードにおけるＰ
ＩＯ－ＮＥＴ分類等のチェックや登録、決裁の流
れについて習得する。

1

21 岐阜県
消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座
（基本コース）

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識及び技法の習得に資する

1

21 岐阜県 消費者行政研修　管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の推進に必要な知識の取
得に資する。

2

21 岐阜県
消費者教育推進のための研修　親子教室・消費生
活展での簡易実験講師養成講座

国セン 相談員
親子教室や消費生活展などで簡単にできる実験や
夏休みの自由研究等のアイデア提供と指導のノウ
ハウなどを実習を交えて習得する。

1

21 岐阜県
消費生活相談員研修 専門・事例講座　インター
ネット・スマートフォンの消費者トラブル

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得に資する

1

21 岐阜県 消費生活相談員研修 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談情報の充実と正確性を図るため、
PIO-NET２０１５による相談情報入力ルール、検
索方法等についての基本、実習等を行う。

2

21 岐阜県
消費生活相談員研修 専門・事例講座　自動車
（中古車含む）・美容医療に関する消費者トラブ
ル

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得に資する

1

21 岐阜県
消費生活相談員研修 専門・事例講座　土地・住
宅・高齢者の住まいに関する消費者トラブル

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得に資する

1

21 岐阜県
消費生活相談員基礎講座（フォローアップコー
ス）

国セン 相談員
消費生活相談員基礎講座の仕上げとして、これま
で相談現場で得た経験を踏まえ、知識や技術の
フォローアップを行う。

1

21 岐阜県
消費生活相談員研修 専門・事例講座　インター
ネット通販に関する消費者トラブル　決済手段の
流れを中心に

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得に資する

1

21 岐阜県 消費者相談研修 国 相談員
消費者関連法令の基礎知識や相談業務に必要なコ
ミュニケーションスキル等を付与

2 経済産業省
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21 岐阜県 スキルアップ研修 国 相談員 消費者相談員の資質向上 7 経済産業省

21 岐阜県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

国 相談員
民間賃貸借住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルに
係る相談対応

2 国土交通省

21 岐阜県 市町村相談窓口担当職員等研修 県 相談員
相談窓口担当職員等が、受け入れ及び相談を円滑
に行えるようにする

2 地域福祉国保課

21 岐阜県 消費生活相談員・行政職員等研修 その他 相談員

ネット、SNSの理解とリスクの確認、食品表示制
度の概要、健康食品、地域の見守りネットワー
ク、消費者契約法、特商法の改正に伴う聴き取り
のポイント

1 日本消費者協会

21 岐阜県 個人信用情報に関する消費者懇談会 その他 相談員
CRINや個人信用情報機関の目的・活動状況等につ
いて、相談事例等を交えながら、実務に即した内
容を説明。

1 CRIN協議会

21 岐阜県 秋季公正競争規約説明会 その他 相談員
景品表示法、公正競争規約及び旅行業公正取引協
議会について

1 旅行業公正取引協議会

21 岐阜県 子ども・若者相談支援担当者研修会 県 相談員
困難を抱える子供・若者支援のために必要な専門
的知識や技能等を習得

2 私学振興青少年課

21 岐阜県 製品安全業務報告会 その他 相談員 NITE製品安全センターの取り組み内容 1 NITE

21 岐阜県 春季公正競争規約説明会 その他 相談員
景品表示法、公正競争規約及び旅行業公正取引協
議会について

1 旅行業公正取引協議会

21 岐阜県 消費者教育実践フォーラムin東濃 その他 事務職員、相談員 消費者教育の実践と現状と問題点について 4 　

21 岐阜県 地方消費者フォーラムin三重 国 事務職員

教員と行政（担当職員、消費生活相談員）、消費
者団体、業界等が実際に顔を合わせ、知り合いに
なり、消費者教育の実践と現状と問題点を話し合
うことで、今後、協同で消費者教育を推進してい
く足がかりをつけることを目的とする

3 　

22 静岡県 消費者行政職員研修職員講座 （基礎編） 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要とんる基礎的・実務的知
識の習得

4

22 静岡県 市町支援研修会 国セン 事務職員 市町の消費者行政の支援について 1

22 静岡県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の推進に必要な知識の習
得及び他地域の消費者行政の運営・管理の意見交
換等

1

22 静岡県 消費者行政職員研修　職員講座（相談支援） 国セン 事務職員
対応困難相談者への二次対応、相談員への効果的
なバックアップのあり方

2

22 静岡県 消費生活相談員研修　専門･事例講座 国セン 相談員
特商法関連の契約トラブル、自動車・美容医療に
関する消費者トラブル、多重債務問題、福祉・司
法手続き、対応困難相談者への対応

14

22 静岡県 消費者教育携わる講師養成講座 国セン 相談員
地域において消費者講座の講師となる職員の知識
や技能の向上

2

22 静岡県 国民生活センター見守りネット推進講座 国セン 事務職員 地域の見守りネット推進に関する講座 1

22 静岡県 消費生活相談員研修 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 消費生活相談情報PIO-NET入力等について 5

22 静岡県 Ｄ－ラーニングオンデマンド配信集合研修 国セン 事務職員、相談員 消費生活相談に必要なトピック的知識の取得 2

22 静岡県 消費生活相談員研修 専門講座地域コース 国セン 事務職員 契約トラブル、決済関係 2

22 静岡県 消費者庁所管法令執行担当者研修 国 事務職員 特定商取引法、景品表示法に関する研修 7

22 静岡県 消費者庁所管法令執行担当者研修(専門研修) 国 事務職員 特定商取引法、景品表示法に関する研修 1

22 静岡県 景品表示法ブロック会議(初任者向け研修) 国 事務職員 景品表示法に関する研修 1

22 静岡県 多重債務相談研修 国 相談員 消費生活相談に必要な知識 1

22 静岡県 平成28年度消費者相談研修 国 相談員
消費者関連法令の基礎知識、消費者相談業務のコ
ミュニケーションノウハウ等

1

22 静岡県 不当取引担当職員研修会 県 事務職員、相談員 事業者指導 10

22 静岡県 食品表示新任担当者研修会 県 事務職員
食品表示法、景表法、計量法、米トレ法、健康増
進法の概要

2

22 静岡県 消費者教育講師養成講座 県 事務職員 消費者教育 5

22 静岡県 製品安全２法研修会 県 事務職員
家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法につ
いて

3

22 静岡県 消費生活相談員のためのストレス対策講座 県 相談員 メンタルケア、ストレス対策 5

22 静岡県 栄養成分表示作成講習会 県 事務職員 栄養成分表示 3

22 静岡県 ひきこもり講演会 県 相談員 ひきこもり者への対応、支援 1

22 静岡県 県民のこえ研修 県 事務職員 対応困難者への応対 3

22 静岡県 地域別研修会 県 事務職員、相談員 消費生活相談に必要な基礎知識 14

22 静岡県 県民生活課・高度専門消費生活相談研修 県 事務職員、相談員
旅行の法律知識、ネット広告の相談と問題点、電
気通信事業法等の改正と相談対応、相談事例検討
等

41

22 静岡県 担い手養成講座 県 事務職員、相談員
災害時に備える消費者教育、大人のためのお金と
生活の知恵、高齢者の消費生活トラブル早期発見
のために

17

22 静岡県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 消費生活相談に必要な知識 4

22 静岡県 全国消費生活相談員協会静岡地区研修 その他 相談員 旅行業における公正競争規約 8

22 静岡県 公正競争規約説明会（旅行業） その他 事務職員、相談員 旅行業の公正競争規約 4

22 静岡県 消費者問題シリーズ研修会 その他 相談員 消費生活相談に必要な知識 10

22 静岡県 東海・北陸ブロック相談事例研究会 その他 事務職員、相談員 事例検討 5

22 静岡県 くらしの１日講座 市 相談員 熊本地震から学ぶ 1

23 愛知県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
特定商取引法の執行実務に必要な基本知識、消費
者安全法、食品表示関係法令、景品表示法等の制
度概要

3

23 愛知県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
特定商取引法及び景品表示法の執行事務に必要な
専門知識

1

23 愛知県 全体研修会 県 相談員
多重債務、電気通信事業法改正概要、電話勧誘に
よる光回線契約の解約、有料老人ホームの退去精
算等の講義

59 参加人数は4回の合計

23 愛知県 事例研究会 県 相談員 事例研究 31 参加人数は2回の合計

23 愛知県 レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 消費生活相談関連法令の講義・事例研修等 80

23 愛知県 養成研修聴講 県 事務職員、相談員 特定商取引法、消費者契約法等 122

23 愛知県 専門・事例講座 講師養成講座 国セン 事務職員、相談員
専門・事例講座、消費者教育のための講師養成講
座等

66

23 愛知県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政職員研修　管理職講座 1

23 愛知県 消費者教育行政職員研修（広報・啓発） 国セン 事務職員
地方公共団体の広報・啓発活動の取組、情報発信
の方法や活性化のアイデア等

1

23 愛知県 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

23 愛知県 D-ラーニング 国セン 相談員
電気通信事業法改正の概要、高齢者向け住まいの
種類と特徴等

14

23 愛知県 市町村等相談員研修 国 事務職員、相談員 東海財務局　多重債務 5
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23 愛知県 相談員研修（東村山研修所） 国 相談員 経産省　相談員研修（東村山研修所） 1

23 愛知県 スキルアップ講座 国 事務職員、相談員
経産省中部経産局　仮想通貨、割賦販売法、民
法、クレーム対応等

21

23 愛知県 平成28年度地方公共団体職員等研修 国
事務職員、商品テス

ト職員
農水省　農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）　食品等の情報提供業務に係る講義

6

23 愛知県 消費者志向経営セミナー 市 相談員 消費者契約法・景品表示法関連の差止請求事例等 1

23 愛知県 三庁事例研修会 その他 相談員 愛知県弁護士会　事例研究 2

23 愛知県 高齢者等の消費者被害に関する勉強会 その他 事務職員、相談員
愛知県弁護士会　高齢者等の消費者被害に関する
勉強会

3

23 愛知県
民間賃貸住宅の賃貸借関係トラブル相談対応研修
会

その他 相談員
国土交通省　民間賃貸住宅の賃借関係トラブル相
談対応研修

9

24 三重県
消費者庁所管法令執行担当者研修会（初任者研
修）

国セン 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する基礎知識につい
て

1

24 三重県 消費者庁所管法令執行担当者研修会（専門研修） 国セン 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識につい
て

1

24 三重県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 基礎研修 1

24 三重県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 効果的な広報・啓発のノウハウについて 1

24 三重県 地域の見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員
地域における消費生活サポーターの育成及び活用
について

1

24 三重県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員
窓口で消費生活相談業務を行ううえで必要不可欠
な基礎知識及び技法を習得する。

1

24 三重県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブルについて

1

24 三重県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブル　キャッシュレス決済について

1

24 三重県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品をめぐる消費者トラブルについて 1

24 三重県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 インターネットを通じた旅行取引について 1

24 三重県 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員
決済（キャッシュレスを含む）手段をめぐる消費
者トラブル

1

24 三重県 多重債務相談研修 国 相談員
多重債務相談におけるカウンセリング的アプロー
チについて

1

24 三重県 市町消費生活相談員等勉強会 県 相談員 消費生活を取り巻く諸問題について（年9　回） 36

24 三重県
市町消費生活相談員等勉強会　　　（事例検討
会）

県 相談員 事例検討（年3回） 9

25 滋賀県 景品表示法研修 その他 事務職員 景品表示法の制度内容について 1 不正商取引専門検査員

25 滋賀県 レベルアップ研修（第1回） 県 相談員 消費生活相談に必要な美容医療の知識について 1

25 滋賀県 エシカル・ラボin徳島 国 事務職員 エシカル消費について 1

25 滋賀県 消費生活サポーター研修 国セン 相談員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

25 滋賀県 レベルアップ研修（第3回） 県 事務職員、相談員
・消費生活相談に必要な屋根工事の知識
・旅行トラブルの解決のための基本的な知識につ
いて

2

25 滋賀県 相談事例研修（第2回） 県 相談員 相談事例を題材として、解決方法の検討等 1

25 滋賀県 レベルアップ研修（第4回） 県 事務職員、相談員 消費者問題の視点からみた民法（債権法）の改正 2

25 滋賀県 相談事例研修（第3回） 県 相談員 相談事例を題材として、解決方法の検討等 1

25 滋賀県 第３回消費生活行政担当者・消費生活相談員研修 県 事務職員
アフィリエイトをはじめとしたネット広告に関す
る研修

1

25 滋賀県 レベルアップ研修（第5回） 県 相談員 成年後見制度の概要と現状について 1

25 滋賀県 消費者行政職員研修管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政推進に必要な知識の習得
のための講義

1

25 滋賀県 消費者行政職員研修職員講座(基礎コース) 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる基礎知識・実務的
知識の習得のための講義

1

25 滋賀県 消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談員の基礎講座 1

25 滋賀県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートホンの消費者トラブ
ル、特商法関連の契約トラブル等の抗議

7

25 滋賀県
消費者教育推進のための研修　消費者教育コー
ディネーター育成講座

国セン 相談員 消費者教育コーディネーターに関する講座 1

25 滋賀県 専門講座　地域コース 国セン 相談員 決済手段を含む消費者トラブル等講義 6

25 滋賀県 D-ラーニング　オンデマンド配信コース 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要なトピックス的知識の習得のためのオンデマン
ド配信による遠隔講義研修

9

25 滋賀県 レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
美容医療、消費者教育コーディネーター、旅行業
法、民法改正、成年後見制度の概要、屋根工事の
知識ほか講義

11

25 滋賀県 消費者相談スキルアップセミナ 国 相談員 インターネット取引の落とし罠についての講義 2

25 滋賀県 消費生活相談員研修 県 相談員
電波と安全なくらし、よりよい相談対応に関する
講義

1

25 滋賀県
民間賃貸住宅の賃貸関係をめぐるトラブル相談研
修

その他 相談員
間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルに係る
相談対応講義

1

26 京都府 職員講座(広報・啓発) 国セン 事務職員
効果的な情報作成のノウハウやICTを使った情報
発信についての運営管理や活性化のアイディア等
を研修する。

1

26 京都府 職員講座(相談支援) 国セン 事務職員
行政窓口としての相談員への支援(特に対応困難
者対策)、相談カードのチェックや登録・決裁の
ポイントなどを研修する。

1

26 京都府 消費生活相談員基礎講座 (基本コース) 国セン 相談員
行政の窓口で消費生活相談業務を行ううえで必要
不可欠な基礎知識および技法を集中して習得す
る。

1

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

1

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・キャッシュレス決済

2

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル 1

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

2

26 京都府 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行（OTA）

1

26 京都府 PIO-NETセミナー 国セン 相談員
消費生活相談情報の充実を図るため、消費生活相
談情報のPIO-NET入力等について講義および演習
により行う。

1
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26 京都府 専門講座　地域コース 国セン 相談員
決済（キャッシュレス含む）手段をめぐる消費者
トラブル

1

26 京都府 消費者教育に携わる講師養成講座(応用コース) 国セン 相談員 小・中・高・大学生等対象 1

26 京都府 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 相談員
親子教室や消費生活展などで、簡単にできる実験
や自由研究等のアイディア提供と指導のノウハウ
などを実習を交えて習得する。

1

26 京都府 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 相談員
消費者教育コーディネーターやその志望者等を対
象に、取組事例の紹介や相互の意見交換などによ
り、実践的な知識を習得。

1

26 京都府 消費者庁所管法令執行担当者研修 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力の習得

2

26 京都府 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力の習得

2

26 京都府 景品表示法ブロック研修 国 事務職員 景品表示法に関する基礎知識習得 2

26 京都府 特定商取引法執行担当者研修 国 事務職員 特商法の執行に関する知識や実践力の習得 2

27 大阪府 法執行担当者初任者研修 国 事務職員
特商法執行事務の基礎知識。消安法、食品表示関
係法令・制度、景表法及び家庭用品品質表示法に
関する制度概要一般

1 吉山

27 大阪府 近畿管内特定商取引法執行担当者研修 国 事務職員
特商法に係る執行業務。同法に基づく立入検査手
法。

1 吉山

27 大阪府 景品表示法ブロック会議（信任担当者向け研修） 国 事務職員
景表法の概要。景表法事件処理業務について。景
表法に係る相談業務について。

1 吉山

27 大阪府
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法及び景表法に基づく誇大広告等の調査
業務について。

2 吉山、牟礼

27 大阪府 消費生活相談員レベルアップ事業 県 事務職員、相談員
相談員の実務能力に応じた研修（中級・上級コー
ス）

12

27 大阪府 府相談員能力強化事業（高度化・専門化研修） 県 相談員
情報・インターネット関連や金融商品分野の専門
家、弁護士による専門化研修

127

27 大阪府 府内商品テスト事例研究会 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
商品テスト事例の事例研究及び情報交換 7

27 大阪府 消費生活相談員研修　基礎講座、専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンをめぐる消費者
トラブル等

4

27 大阪府 消費者教育フェスタ 国 事務職員、相談員 消費者教育関係 2

27 大阪府 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員 関係法令研修 2

28 兵庫県 消費生活相談事例検討会 県 事務職員、相談員 専門的知識を要する事例 115

28 兵庫県 消費者苦情事例研究会 その他 事務職員、相談員 相談事例の検討 26

28 兵庫県 消費生活相談員研修専門事例研修 国セン 相談員 最新の消費生活相談事例等 7

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ研修（基礎研修）（１
０回）

県 事務職員、相談員
消費者行政の概要、関連法令の基礎知識に関する
講義

41

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ研修（専門研修）（１
４回）

県 事務職員、相談員
消費生活相談に対応するための専門的知識に関す
る講義

70

28 兵庫県
消費者教育コーディネーター養成フォローアップ
講座

県 事務職員、相談員 消費者教育について、消費者教育の先進事例 12

28 兵庫県 市町消費者行政担当者研修会 県 相談員 最新の消費生活相談事例等 4

28 兵庫県 民法ゼミ その他 相談員
消費者への民法案内
消費者が民法を学ぶ視点、民法を理解するための
基本理念等

5

28 兵庫県 消費生活セミナー 県 事務職員 広告を見る目を養おう！ 4

28 兵庫県 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー 国 事務職員、相談員 インターネット取引の落とし罠 3

28 兵庫県 行政職員研修 国セン 事務職員 相談支援、基礎、広報・啓発 4

28 兵庫県 消費者教育推進のための研修 国セン 事務職員 消費者教育コーディネーター養成講座 2

28 兵庫県 工業品研究会（６回） 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
製品関連の相談処理上必要な知識に関する講義・
検討

24

28 兵庫県 衣料品研究会（６回） 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
衣料品関連の相談処理上必要な知識に関する講
義・検討

18

28 兵庫県 PIO-NET研修会（４回） 県 事務職員、相談員 PIO-NETの運営管理に関する講義・意見交換 20

28 兵庫県 ざっくばらん情報交換会（４回） その他 事務職員、相談員 相談事例の検討 4

28 兵庫県 消費生活相談員研修 国セン 事務職員 PIO-NETセミナー 1

28 兵庫県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員 消費生活相談の対応能力向上 1

28 兵庫県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 事務職員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルに係
る相談対応

1

28 兵庫県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 商品テスト職員 低周波に関する基礎知識 1

28 兵庫県 香気分析セミナー その他 商品テスト職員 分析法 1

28 兵庫県 ＧＣＭＳ／ＬＣＭＳ分析セミナー（２回） その他 商品テスト職員 ＧＣ／ＬＣＭＳ分析法 1

28 兵庫県
グリーン調達関連の海外規制の動向と試験法セミ
ナー

その他 商品テスト職員 試験方法 1

28 兵庫県 化学物質リスク評価セミナー（３回） その他 商品テスト職員 化学物質の有害性評価 1

28 兵庫県 化学製品ＰＬ相談センター活動報告会 その他 商品テスト職員 化学物質の有害性評価 1

28 兵庫県 ＮＩＴＥ講座（３回） 国 商品テスト職員 化学物質の有害性評価 1

28 兵庫県 ＮＩＴＥ製品安全業務報告会 国 商品テスト職員 化学物質の有害性評価 2

28 兵庫県 室内環境学会学術大会 その他 商品テスト職員 化学物質の有害性評価 1

28 兵庫県 景品表示法等実務研修会 国 事務職員 虚偽誇大広告等の監視指導 2

28 兵庫県 特定商取引法執行担当者研修 国 事務職員 特定商取引法の概要及び執行の流れと調査手法 1

28 兵庫県 景品表示法初任者研修 国 事務職員 景品表示法の概要 1

28 兵庫県 景品表示法執行担当者研修 国 事務職員 景品表示法の事件処理 1

28 兵庫県 公正競争規約説明会 その他 事務職員 公正競争規約の説明 1

28 兵庫県 近畿地域食品表示関係法制度研修会 国 事務職員 食品表示法制度の概要 1

28 兵庫県 薬事に関する広告セミナー その他 事務職員 化粧品・健康食品の広告表示の留意点 2

28 兵庫県 食品表示法制度研修 その他 事務職員 食品表示法制度の概要 2

28 兵庫県 くらしの講座 その他 事務職員 賃貸住宅の契約トラブル 1

28 兵庫県 苦情研究会 県 相談員 相談事例研究 4

28 兵庫県 西播磨消費生活相談員学習会 県 事務職員、相談員
電子商取引、情報通信サービスに係る
法律知識

2

28 兵庫県 消費生活相談員等学習会 県 相談員 国民生活センターＡＤＲの概要と活用ポイント 1

28 兵庫県 地方消費者フォーラム その他 事務職員
映画「チェンジメーカーズ～消費者の権利のため
の闘い」、国・団体の取組報告、ワークショップ

2
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28 兵庫県 近畿電気通信消費者連絡会 国 相談員
電気通信事業分野に係る消費者保護の取り組みに
ついて、電気通信分野における消費者問題の状況
について

1

28 兵庫県
消費者・事業者・行政によるワークショップ～と
もに実践する消費者市民社会について

県 事務職員
ワークショップ「この１年に実践すること」消費
者・事業者・行政による事業のアイデア作成

1

28 兵庫県 「一日公正取引委員会」における消費者セミナー 国 相談員
①独占禁止法違反事例の照会②景品表示法の概要
と不当表示事例の紹介

1

28 兵庫県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐる相談対応研修
会

その他 相談員
①民間賃貸住宅に関する相談対応事例集の解説②
賃貸住宅標準契約署の解説③原状回復をめぐるト
ラブルとガイドラインの解説

1

28 兵庫県 消費生活行政担当者・消費生活相談員研修 市 相談員
①アフィリエイトプログラムの仕組みと現状②ア
フィリエイトプログラムの課題と具体的事例

1

28 兵庫県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 市 相談員 消費生活装弾に必要な法律知識 2

28 兵庫県 近畿消費者相談スキルアップセミナー 国 相談員 インターネット取引の落とし罠 1

28 兵庫県 ストップ！ザ泣き寝入り その他 相談員 不招請勧誘規制の現状と課題 1

29 奈良県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
■特定商取引法の執行実務に関する基本研修
■消費者安全法、食品表示関係法令・制度、景品
表示法及び家庭用品品質表示法に関する研修

1

29 奈良県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員
■特定商取引法の執行実務に必要な専門知識
■景品表示法の執行実務に必要な専門知識

1

29 奈良県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
決済手段、インターネット・スマートフォンの消
費者トラブル、商品の安全性と食品表示、自動
車・美容医療　特商法関連の契約トラブル　等

8

29 奈良県 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 国セン 相談員
契約トラブル（民法・消契法・特商法）、決済手
段をめぐる消費者トラブル

5

29 奈良県 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 相談員 小・中・高・大学生等対象の消費者教育講師養成 1

29 奈良県 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 相談員 消費者教育コーディネーター育成講座 1

29 奈良県 D－ラーニング研修 国セン 相談員 オンデマンド配信コース 30

29 奈良県
消費生活行政担当者・消費生活相談員研修（京都
府）

県 相談員
保険業法改正、独占禁止法及び景品表示法につい
て

2

29 奈良県 日本貸金業協会業務研修会 その他 事務職員
監査事例、顧客対応、整理回収機構の業務につい
て

1

29 奈良県 新洗濯表示説明会 国
相談員、商品テスト

職員
衣類等の新しい洗濯表示に関する説明会 2

29 奈良県 人権相談ネットワーク相談員研修会 県 相談員 インターネット人権侵害、高齢者の人権 2

29 奈良県 個人信用情報に関する消費者懇談会 その他 相談員 個人信用情報・個人情報機関業務の説明 1

29 奈良県 旅行業公正競争規約説明会 その他 相談員 旅行業における表示規約・景品規約 2

29 奈良県 住宅リフォーム相談窓口相談員等講習会 県 事務職員、相談員 住宅リフォーム関連施策等 2

29 奈良県 地方公共団体職員等研修 国 相談員
林産物のJAS法検査、消費者契約法・特定商取引
法の解説とトラブル事例

1

29 奈良県 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー 国 相談員 ネットトラブル事例とその対応・対策等 3

29 奈良県 ガス小売自由化説明会 国 相談員
ガス小売自由化に伴う小売営業に関する指針・適
正なガス取引指針

1

29 奈良県 情報セキュリティ・危機管理セミナー 国 相談員
情報セキュリティ政策、サイバー犯罪の現状と対
策

1

29 奈良県 在住外国人窓口相談対応セミナー 県 相談員 入国管理法と在留資格、外国人住民への窓口対応 1

29 奈良県
消費生活行政担当者・消費生活相談員研修（京都
府）

県 相談員 アフィリエイト 1

29 奈良県 多重債務問題に関する相談窓口等職員向け研修会 県 相談員 多重債務問題の現状と相談事例等 1

29 奈良県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員 民間賃貸住宅の相談対応 1

30 和歌山県 消費者行政職員研修職員講座 相談支援 国セン 事務職員
消費生活窓口における対応困難者への対応方法等
に関する講義とロールプレイング、PIO-NET分
類・キーワード等のチェック等に関する講義

1

30 和歌山県
消費生活サポーター研修 地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 事務職員
消費者被害の防止・救済のための効果的な地域連
携について講義とワーク、関係自治体からの取り
組み報告等

1

30 和歌山県 専門・事例講座 最近の制度・法改正 国セン 相談員
電気事業法・電気通信事業法の改正に関する講義
と相談対応のケーススタディ

1

30 和歌山県 消費生活相談員基礎講座 基本コース 国セン 相談員
消費生活相談窓口意義と役割、相談対応に必要な
諸法令の基礎知識に関する講義

1

30 和歌山県
専門・事例講座 インターネット･スマートフォン
に関する消費者トラブル

国セン 相談員
インターネット･スマートフォンの消費者トラブ
ルに関する講義

1

30 和歌山県 専門・事例講座 特商法関連の契約トラブル 国セン 相談員
特商法関連の契約トラブルに関する講義、相談事
例研究（グループ討議）

3

30 和歌山県
専門・事例講座 自動車・美容医療に関する消費
者トラブル

国セン 相談員
自動車・美容医療に関する消費者トラブルに関す
る講義、事例検討（意見交換会）

2

30 和歌山県
専門講座･地域コース（広島県）決済手段をめぐ
る消費者トラブル

国セン 相談員
資金決済法、クレジットカード利用環境整備に関
する講義、キャッシュレス決済に関する消費者ト
ラブルに関するケーススタディ

2

30 和歌山県
専門・事例講座 インターネット･スマートフォン
の消費者トラブル・旅行(OTA)

国セン 相談員
旅行業法、インターネットで予約した旅行に関す
る消費者トラブル等に関する講義、グループ討議

2

30 和歌山県 専門講座･地域コース（大阪府）契約トラブル 国セン 相談員 民法、消費者契約法、特定商取引法に関する講義 3

30 和歌山県 消費生活相談員基礎講座 実務コース 国セン 相談員
消費者契約トラブル解決のための法規定を活用し
た相談対応のためのケーススタディ等

1

30 和歌山県 消費者教育に携わる講師養成講座 基礎コース 国セン 相談員
消費者教育講師としての心得、話し方、講座案作
りなどに関する講義とグループワーク

1

30 和歌山県
専門・事例講座 決済手段をめぐる消費者トラブ
ル

国セン 相談員
割賦販売法の基礎知識や多様な決済サービスに関
する講義、キャッシュレス決済に関する消費者ト
ラブルに関するケーススタディ

2

30 和歌山県
消費者教育に携わる講師養成講座 応用編 高齢者
等対象コース

国セン 相談員
消費者教育講座の講師に必要となる知識や技法に
関する講義とグループ討議

2

30 和歌山県
専門講座･地域コース（千葉県）金融・保険をめ
ぐる消費者トラブル

国セン 相談員
金融分野・生命保険・損害保険における相談対応
に必要な基礎知識に関する講義

2

30 和歌山県
消費者教育に携わる講師養成講座 応用コース
小・中・高・大学生等対象

国セン 相談員
地域における消費者講座の講師に必要となる知識
や技法に関する講義とワークショップ

1

30 和歌山県 専門・事例講座 多重債務問題関連 国セン 相談員
多重債務問題を抱えた消費者の心の問題への対応
や多重債務問題の現状・法律知識等に関する講義

1
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30 和歌山県
専門講座･地域コース（石川県） インターネッ
ト・スマートフォンの消費者トラブル

国セン 相談員
スマートフォンの最新事情、改正電気事業通信法
の概要等に関する講義

2

30 和歌山県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員
「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」、「賃
貸住宅標準契約書」等の解説・講義

2

30 和歌山県
専門講座･地域コース（大分県） 対応困難相談者
の相談対応

国セン 相談員
対応困難相談者への対応や過剰・不当要求をする
「相談者」への法的対応に関する講義

1

30 和歌山県
第3回消費生活行政担当者・消費生活相談員等研
修

県 相談員
アフィリエイトプログラムの仕組みと現状、課題
と具体的事例に関する講義

1

30 和歌山県
近畿地域消費者相談スキルアップセミナー イン
ターネット取引の落とし罠

国 相談員
最近のネットトラブル事例とその対応・対策、
CCJの概要と海外インターネットトラブルの現状
等に関する講義

3

30 和歌山県
消費者教育推進のための研修 消費者教育コー
ディネーター育成講座

国セン 相談員
消費者教育コーディネーターの役割に関する講義
とワークショップ

1

31 鳥取県 地域の見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員 地域見守りネットワークの推進 1

31 鳥取県
消費者庁所管法令執行担当者研修（特定商取引
法）

国セン 事務職員 特定商取引法に関する研修 1

31 鳥取県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 消費者教育に携わる講師養成講座 1

31 鳥取県 ２０１６消費者教育シンポ ジウム 国 事務職員 消費者教育シンポジウム 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員
最近の制度・法改正（電気事業法・電気通信事業
法）

1

31 鳥取県 消費者教育のための研修 国セン 相談員 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 3

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 2

31 鳥取県 消費者教育のための研修 国セン 相談員 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 2

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 1

31 鳥取県 著作権セミナー 県 相談員 著作権の基礎と注意点 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員
契約トラブル～民法・消費者契約法・特定商取引
法～

2

31 鳥取県 消費生活相談員講座 その他 相談員 ﾈｯﾄ・SNSへの理解とリスク　他 1

31 鳥取県 消費生活サポーター研修 国セン 相談員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 多重債務問題関連 1

31 鳥取県 公開シンポ ジウム その他 相談員
消費者市民社会における消費者、企業、行政の在
るべき姿を考える

1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 見守りのための消費教育講座 1

31 鳥取県 大阪府消費者フェア 県 相談員 消費者市民社会の第一歩 1

31 鳥取県 消費者推進ファーラム その他 相談員 学校や地域における消費者教育の充実に向けて 1

31 鳥取県 消費者問題ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ・ ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ その他 相談員 私たちの消費生活と国際法 1

31 鳥取県 苦情対応セミナー その他 相談員 苦情の傾向、事例、解説 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販に関する消費者ﾄﾗﾌﾞﾙ 1

31 鳥取県 地方消費者ﾌｫｰﾗﾑ 国 相談員 誰もがつながりあって安心して住める地域を 1

31 鳥取県 とっとり消費者大学 県 相談員 落語で学ぶ特殊詐欺被害防止 2

31 鳥取県 地方消費者ﾌｫｰﾗﾑ その他 相談員 広げよう地域へ！つなげよう世代を超えて！ 1

31 鳥取県 相談対応研修会 その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応

3

31 鳥取県 とっとり消費者大学 県 相談員 わたしのエシカル行動が世界を変える 1

31 鳥取県 Ｄラーニング（遠隔研修） 国セン 相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
について

1

31 鳥取県 Ｄラーニング（遠隔研修） 国セン 相談員 電力の小売り全面自由化 1

32 島根県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
消費者安全法、特定商取引法、景品表示法、家庭
用品品質表示法について基礎知識の定着を図る。

3

32 島根県 消費者庁所管法令執行担当者専門研修 国 事務職員
特定商取引法、景品表示法違反被疑事件の執行方
法

2

32 島根県
消費者教育推進のための研修　専門知識更新セミ
ナー

国セン 事務職員
特定商取引法・消費者契約法などの法改正につい
て等

1

32 島根県
消費者教育推進のための研修　消費者教育に携わ
る講師養成講座（応用コース）教員対象

国セン 事務職員
消費者教育を担当する教員向けの講義、取り組み
報告、演習、ワークショップ

1

32 島根県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な知識の習得 1

32 島根県 中国四国地域食品表示行政担当者研修会 その他 事務職員
食品表示行政の基本的な考え方等の専門知識を習
得

1

32 島根県
ASCON熱学セミナー「消費者志向経営への期待」
勉強会

その他 相談員 消費者志向経営に関する知識の習得 1

32 島根県 ｅ-ネットキャラバン 国 事務職員、相談員 インターネットトラブルの最新事例と対処法 5

32 島根県 PIO-NETセミナー② 国セン 相談員 PIO-NET操作に関する知識の習得 1

32 島根県 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 相談員
親子教室・消費生活展での簡易実験講師のための
知識の習得･向上

1

32 島根県 専門講座地域コース（金融・保険トラブル） 国セン 相談員
金融・保険トラブルに関する必要な専門知識及び
相談処理技法の習得･向上

1

32 島根県 専門講座地域コース（契約トラブル） 国セン 相談員
契約トラブルに関する必要な専門知識及び相談処
理技法の習得･向上

2

32 島根県 相談員基礎講座実務コース 国セン 相談員 相談処理技法の習得･向上 2

32 島根県
専門講座地域コース（決済（キャッシュレスを含
む）手段）

国セン 相談員
決済（キャッシュレスを含む）手段に関する専門
知識及び相談処理技法の習得･向上

1

32 島根県 専門事例講座金融・保険 国セン 相談員
金融・保険トラブルに関する必要な専門知識及び
相談処理技法の習得･向上

1

32 島根県 専門事例講座決済手段 国セン 相談員
決済手段に関する必要な専門知識及び相談処理技
法の習得･向上

3

32 島根県 地域の見守りﾈｯﾄﾜｰｸ推進のための講座 国セン 相談員
地域の見守りﾈｯﾄﾜｰｸ推進に関する必要な専門知識
の習得･向上

1

32 島根県 専門事例講座ﾈｯﾄ･ｽﾏﾎ･ｷｬｯｼｭﾚｽ決済 国セン 相談員
ﾈｯﾄ･ｽﾏﾎ･ｷｬｯｼｭﾚｽ決済に関する必要な専門知識及
び相談処理技法の習得･向上

2

32 島根県 専門事例講座高齢者ﾄﾗﾌﾞﾙ 国セン 相談員
高齢者ﾄﾗﾌﾞﾙに関する必要な専門知識及び相談処
理技法の習得･向上

2

32 島根県 専門事例講座ﾈｯﾄ･ｽﾏﾎ･旅行(OTA) 国セン 相談員
ﾈｯﾄ･ｽﾏﾎ･旅行トラブルに関する必要な専門知識及
び相談処理技法の習得･向上

2

32 島根県 専門事例講座最近の制度・法改正 国セン 相談員
最近の制度・法改正に関する必要な専門知識の習
得･向上

2

32 島根県 専門事例講座土地・住宅・高齢者すまい 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者すまいに関する必要な専門知
識及び相談処理技法の習得･向上

2
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32 島根県 専門事例講座対応困難者相談対応 国セン 相談員
対応困難者相談に対する相談処理技法の習得･向
上

1

32 島根県 専門事例講座通信販売ﾄﾗﾌﾞﾙ 国セン 相談員
通信販売ﾄﾗﾌﾞﾙに関する必要な専門知識及び相談
処理技法の習得･向上

1

32 島根県 専門事例講座特商法関連 国セン 相談員
特商法に関する必要な専門知識及び相談処理技法
の習得･向上

2

32 島根県 相談員基礎講座ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｺｰｽ 国セン 相談員
土地・住宅関連トラブルに関する必要な専門知識
及び相談処理技法の習得･向上

1

33 岡山県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員 消費者庁所管法令の新任担当者向け研修 1

33 岡山県 食品表示法担当者研修 国 事務職員 食品表示法の執行に関する担当者研修 1

33 岡山県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法及び景品表示法の表示規制に関する実
務研究

1

33 岡山県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員 景品表示法の執行に関する専門研修 1

33 岡山県 製品安全研修 国 事務職員 消費生活用製品安全法等の初任担当者向け研修 1

33 岡山県
消費生活サポーター研修・地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 事務職員
地域の見守りネットワーク推進に関わる職員向け
研修

1

33 岡山県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
金融・保険のトラブル、インターネット・スマー
トフォンの消費者トラブル、消費者教育・啓発業
務や相談対応スキル向上など

8

33 岡山県 職員講座 国セン 事務職員 (広報・啓発)、（相談支援) 2

33 岡山県
消費生活サポーター研修 地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 相談員
消費者被害防止のためのネットワーク構築や体制
整備、継続運営のためのノウハウを学ぶ

1

33 岡山県 消費者生活相談員基礎講座 国セン 相談員 （実務コース）、（フォローアップコース） 4

33 岡山県 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET入力等についての講義 3

33 岡山県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員
消費者講座のとして必要な心得や話し方、講座案
作り、実演などの基礎知識から実践手法

1

33 岡山県 eーネットキャラバン講師認定講習会 国 事務職員、相談員 食品表示行政について 3

33 岡山県 中国四国地域食品表示行政担当研修会 国 相談員
割賦販売法改正のポイント、集団的消費者被害救
済制度と消費生活相談員との関わり方、個人情報
保護法改正のポイント

2

33 岡山県 消費生活相談員・行政職員研修講座 その他 相談員
割賦販売法改正のポイント、集団的消費者被害救
済制度と消費生活相談員との関わり方、個人情報
保護法改正のポイント

1

33 岡山県 専門講座地域コース その他 相談員
決済(キャッシュレスを含む）手段をめぐる消費
者トラブル

3

33 岡山県 地方公共団体職員等研修 その他 相談員
林産物検査の実際・消費者契約法、特定商取引法
等の解説とトラブル事例・食品表示法について

1

33 岡山県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員
民間賃貸住宅に関するガイドラインや相談対応事
例集の解説

1

34 広島県
消費生活サポーター研修　地域の見守りネット
ワーク推進のための講座　第１回

国セン 事務職員
高齢者の見守り等，地域における消費生活サポー
ターの育成及び活用に関する研修

1

34 広島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
決済，インターネット，自動車・美容医療，特商
法，旅行等

5

34 広島県 消費者行政職員講座 国セン 事務職員 消費生活行政に必要な知識等の習得 1

34 広島県 消費生活相談員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 国セン 相談員 相談情報の入力ルールについての講義と実習 1

34 広島県
消費生活相談員研修　専門講座　地域コース（広
島県）

国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブルの講義 3

34 広島県
消費生活相談員研修　専門講座　地域コース（鹿
児島県）

国セン 相談員
改正電気通信事業法を中心とした最近の制度・法
改正の講義

1

34 広島県 虚偽誇大広告監視指導実務研修 国 事務職員
健康増進法・景表法に基づく虚偽誇大広告監視指
導実務研修

2

35 山口県
消費生活相談員研究　専門講座　地域コース(鹿
児島)

国セン 事務職員
消費生活相談員研究　専門講座　地域コース(鹿
児島)

1

35 山口県
平成28年度消費生活相談員研修　基礎講座（１回
目）

国セン 事務職員 消費生活相談員研修 1

35 山口県
平成28年度消費生活相談員研修　消費生活相談
カード作成セミナー(２回目)

国セン 事務職員、相談員 相談カード作成セミナー 1

35 山口県
平成28年度行政職員研修職員講座(基礎コース1回
目)

国セン 事務職員 行政職員研修講座 2

35 山口県
平成28年度住宅リフォーム相談窓口担当者等講習
会

県 相談員 リフォーム相談窓口等講習会 1

35 山口県
平成28年度消費者教育に携わる講師養成講座(基
礎コース2回目)

国セン 相談員 消費者教育に携わる講師養成 1

35 山口県
平成28年度消費者行政職員研修職員(基礎コース2
回目)

国セン 相談員 行政職員研修講座 1

35 山口県
平成28年度消費者行政職員研修職員講座(広報・
啓発2回目)

国セン 相談員 行政職員研修講座(広報・啓発) 1

35 山口県
平成28年度消費者行政職員研修職員講座(相談支
援2回目)

国セン 相談員 行政職員研修講座(相談) 1

35 山口県
平成２８年度消費生活相談員研修　専門・事例講
座　　特商法関連の契約トラブル（３回目）

国セン 相談員
消費生活相談員研修専門・事例講座(特商法関連
の契約トラブル③)

1

35 山口県 平成28年度消費生活相談員研修専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談員研修専門・事例講座(商品の安全
性と食品表示②)

1

35 山口県 平成28年度消費生活相談員研修専門・事例講座 国セン 事務職員、相談員
平成28年度消費生活相談員研修専門・事例講座
(自動車(中古車含む)・美容医療に関する消費者
トラブル①)

1

35 山口県
平成28年度消費生活相談員研修専門・事例講座金
融商品をめぐる消費者トラブル

国セン 相談員
消費生活相談員研修専門・事例講座
金融商品をめぐる消費者トラブル

1

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 消費生活相談の役割と特徴 8

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 電力の小売全面自由化で何が変わるか 6

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 電気通信事業法改正の概要 12

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 光卸回線、光コラボレーションの仕組み 10

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
について

13

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員
国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）
の概要と相談状況等について

9

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 多様な国際カード決済の仕組み 11

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 心の問題を踏まえた相談対応 8
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35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 消費者団体訴訟制度の概要 7

35 山口県
Ｄ－ラーニング研修コンテンツのオンデマンド配
信上映会

国セン 事務職員、相談員 高齢者向け住まいの種類と特徴 8

35 山口県 消費者庁所管法令執行初任者研修 国 事務職員
消費者安全法、景品表示法、特定商取引法、家庭
用品品質表示法等の概要

2

35 山口県 消費者庁所管法令執行担当者専門研修 国 事務職員 特定商取引法、景品表示法の執行事務 2

35 山口県 地域の見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員 見守り活動の取組事例紹介、情報交換 1

35 山口県 新任相談員研修会 県 事務職員、相談員 消費者行政、特定商取引法、景品表示法など 8

35 山口県 市町消費者相談担当職員実務研修会 県 事務職員、相談員 消費者裁判手続特例法、消費者事故など 17

35 山口県 相談業務スキルアップ研修 県 事務職員、相談員 消費者契約法、特商法や多重債務など 10

35 山口県 民法・特商法の基礎研修 県 事務職員、相談員 民法・特商法にかかる基礎知識 6

35 山口県 啓発の基礎研修 県 事務職員、相談員 啓発講座にかかる基礎知識 7

36 徳島県 徳島県消費者大学校大学院特別講座 県 事務職員、相談員
消費者関連法（消費者基本法・消費者契約法）、
特定商取引法・割賦販売法に関わる事例検討

7

36 徳島県 平成28年度特定商取引法執行研修 国 事務職員
特商法の執行、消費者聴取、立入検査、事業者の
供述録取等について

1

36 徳島県 消費者行政職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員
着任間もない消費者行政担当職員が業務に必要な
関連法規の基礎知識、消費者教育の実践等につい
て学ぶ。

4

36 徳島県 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 国セン 相談員
消費者契約トラブル解決のための法規定を活用し
た相談対応

1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

1

36 徳島県 消費者教育に携わる講師養成講座（基礎コース） 国セン 事務職員、相談員 消費者教育講座の実践例 2

36 徳島県
消費者教育に携わる講師養成講座（応用編）高齢
者等対象

国セン 事務職員、相談員 消費者教育の推進と消費者市民社会の形成 4

36 徳島県 消費者行政研修 県 事務職員 管理職講座 1

36 徳島県
第１回消費生活行政担当者・消費生活相談員研修
（京都府）

県 事務職員、相談員
生命保険の相談対応と改正保険業法の概要
独占禁止法及び景品表示法について

2

36 徳島県 消費生活相談員基礎講座（実務コース２回目） 国セン 相談員
消費者契約トラブル解決のための法規定を活用し
た相談対応

1

36 徳島県 消費者行政研修 国セン 事務職員 職員講座（広報・啓発）【新設】３回目 2

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示① 1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ルキャッシュレス決済

1

36 徳島県 消費者行政研修 国セン 事務職員 職員講座（相談支援）【新設】３回目 2

36 徳島県 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員
地域の見守りネットワーク推進のための講座【新
設】１回目

1

36 徳島県
消費生活相談員研修専門講座・地域コース（大
阪）

国セン 相談員 民法、消費者契約法、特定商取引法 1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
相談現場における製品の安全性に関わる法律の考
え方

1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ルキャッシュレス３回目

1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座 県 相談員
消費生活センター等の相談体制整備の歴史、経
緯、消費生活相談員の仕事について

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座第１回 県 相談員
消費者行政の仕組み、消費者安全法と消費者基本
法、各種消費者関連法

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座第２回 県 相談員
民法、消費者契約法の基礎知識、特定商取引法、
割賦販売法

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座第３回 県 相談員
経済用語に関する知識、金融商品に関する基礎知
識

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座第４回 県 相談員
食生活に関する知識、衣料品・クリーニングに関
する知識、製品安全に関する知識

2

36 徳島県 消費生活相談員養成講座第５回 県 相談員 小論文の書き方 2

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル１回目 2

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

2

36 徳島県 消費者教育コーディネーター養成講座 国セン 相談員 消費者教育推進のための研修 1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル２回目 2

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費トラブ
ル １回目

1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への相談対応関連③ 3

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル旅行（ＯＴＡ）３回目

3

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員
高齢者に関する消費者トラブル－高齢者支援の制
度・サービス・相談対応を学ぶ－（２回目）

1

36 徳島県 消費生活相談員研修専門事例講座 国セン 相談員 インターネット通販に関する消費者トラブル 1

36 徳島県 Dラーニングオンデマンド配信コース①～⑩ 国セン 相談員 テーマ①、③、④、⑤、⑦、⑧、⑨ 1

36 徳島県 都道府県等食品表示法担当者研修 国 事務職員 食品表示行政担当者を対象とした研修 1

36 徳島県 中国四国地域食品表示行政担当者研修会 国 事務職員 食品表示行政担当者を対象とした研修会 1

36 徳島県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

1

37 香川県 消費者庁所管法令執行担当者研修 国 事務職員
特定商取引法、景品表示法の執行実務に必要とな
る基本知識、家庭用品品質表示法、食品表示関係
法令、消費者安全法に関する制度概要

1

37 香川県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員
景品表示法又は健康増進法の事実認定についての
手法、事例研究等

1

37 香川県
第１回景品表示法ブロック会議（初任者向け研
修）

国 事務職員 景品表示法の基礎知識等 1

37 香川県 第２回景品表示法ブロック会議 国 事務職員 消費者庁、各県との意見交換等 1

37 香川県 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 職員講座 1

37 香川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 電気事業法・電気通信事業法改正 1

37 香川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務 1

37 香川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品をめぐる消費者トラブル 1

37 香川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネットの通信販売に関する消費者トラブ
ル

1

37 香川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

1
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38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第1回） 県 事務職員
消費生活相談に必要な法律の基礎知識（民法・消
費者契約法）についての講義

3

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第２回） 県 事務職員、相談員
消費生活相談に必要な法律の基礎知識（特定商取
引法・割賦販売法）についての講義

5

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第３回） 県 事務職員、相談員
学校で消費者教育を行う際の基礎知識等について
の講義・演習

7

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第４回） 県 事務職員、相談員 学校と啓発実践者との連携についての講義・演習 7

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第５回） 県 事務職員、相談員
多重債務問題の現状と相談対応についての講義・
演習

4

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第６回） 県 事務職員、相談員
電気通信サービスに係るトラブル対応についての
講義

6

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第７回） 県 相談員 通信販売トラブル等についての講義 2

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第８回） 県 事務職員、相談員
製品安全について、対応困難者への対応について
の講義・演習

6

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第９回） 県 事務職員、相談員
美容医療トラブルへの相談対応についての講義及
び司法書士会との事例検討

6

38 愛媛県 消費生活相談員等スキルアップ研修（第10回） 県
事務職員、相談員、

商品テスト職員
少額訴訟、調停等についての講義 6

38 愛媛県 消費生活相談員資格試験対策講座（第１回） 県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格試験の傾向と対策、小論文対
策

9

38 愛媛県 消費生活相談員資格試験対策講座（第２回） 県 事務職員、相談員 模擬試験 9

38 愛媛県
平成28年度　消費者庁所管法令執行担当者研修
（初任者研修）

国 事務職員
特定商取引法及び景品表示法の施行事務に必要な
専門知識についての講義

2

38 愛媛県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員 誇大広告等の監視指導についてについての講義 1

38 愛媛県 平成28年度　全国消費者フォーラム 国セン 事務職員
消費者問題の現状と方向及び消費者活動について
の報告・討論等

2

38 愛媛県 Dラーニング（遠隔研修） 国セン 事務職員
消費者被害防止のための見守りネットワークの構
築等についての講義

1

38 愛媛県 平成28年度消費者相談研修 国 事務職員 消費者相談業務の基礎及び消費者関係法令の講義 1

38 愛媛県 消費者行政職員研修管理職講座 国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要となる管理職の実務知識
等についての講義

1

38 愛媛県 消費者行政職員研修職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員 消費者行政の基礎知識等についての講義 2

38 愛媛県 消費者行政職員研修　職員講座（広報・啓発） 国セン 事務職員 効果的な情報作成のノウハウ等についての講義 1

38 愛媛県 都道府県による市町村支援事業　実務担当者会議 国セン 事務職員
市町村支援における都道府県の役割等についてに
ついての講義

1

38 愛媛県 地域の見守りネットワーク推進のための講座 国セン 事務職員
高齢者の見守り等、地域における消費生活サポー
ターの育成および活用についての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員基礎講座（基本コース） 国セン 相談員
消費生活相談業務を行ううえで必要な基礎知識等
についての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
電気事業法・電気通信事業法の改正等についての
講義

3

38 愛媛県 消費生活相談員基礎講座（実務コース） 国セン 相談員 消費生活相談の基礎知識についての講義 2

38 愛媛県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 消費者教育に必要な知識についての講義 1

38 愛媛県 PIO-NETセミナー 国セン 相談員
消費生活相談のPIO-NET入力等についての講義・
演習

1

38 愛媛県 消費者教育フェスタ 国 事務職員 消費者教育の実践事例報告等 1

38 愛媛県 消費生活相談研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブルについての講義 2

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、キャッシュレス決済についての講義

2

38 愛媛県
消費生活相談員研修　専門講座　地域コース（大
阪府）

国セン 相談員
契約トラブル（民法・消費者契約法・特定商取引
法）についての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブルについての講義 2

38 愛媛県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 ネット・SNSへの理解とリスク等についての講義 1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題関連についての講義 1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車・美容医療に関する消費者トラブルについ
ての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブルについての講義 2

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
金融・保険をめぐる消費者トラブルについての講
義

1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 通信販売に係る消費者トラブルについての講義 1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブルについての講義 1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、旅行(OTA)についての講義

1

38 愛媛県
消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座
（フォローアップコース）

国セン 相談員
消費生活相談に必要な知識や技術のフォローアッ
プの講義

1

39 高知県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会（中国四国ブ
ロック）

国 事務職員
景品表示法又は健康増進法の事実認定について、
事例研究等

1

39 高知県 景品表示法ブロック会議（新任担当者研修） 国 事務職員 景品表示法の概要等 2

39 高知県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国 事務職員
特定商取引に関する法律等、消費者庁所管法令に
係る研修

1

39 高知県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国 事務職員 消費者庁所管法令の法執行等の専門的な研修 1

39 高知県 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 事務職員
消費者教育コーディネーターの役割や取組事例等
についての実践的な研修

1

39 高知県 消費生活相談員研修 県 事務職員

県内市町村の消費生活相談窓口に従事する職員等
を対象に、必要な法律知識等を一体的及び体系的
に習得し、相談対応能力の向上を図ることを目的
とした研修

2

39 高知県 消費生活相談員基礎講座 （基本コース） 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識および相談処理技法の習得

2

39 高知県
消費生活相談員基礎講座 （フォローアップコー
ス）

国セン 相談員
相談員としてステップアップするための新しい知
識やノウハウの習得

1

39 高知県 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員、相談員 消費生活相談カード作成のルール 3

39 高知県 消費者行政職員研修管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の推進に必要な知識の習
得

1

39 高知県 消費者教育に携わる講師養成講座（基礎コース） 国セン 相談員
消費生活出前講座等の講師としての心得や話し
方、講座の組み立て方等の基礎知識を学ぶ

1

39 高知県
消費者教育に携わる講師養成講座（教員対象コー
ス）

国セン 相談員
教員を対象とした消費生活講座等を実施するにあ
たり必要な知識や講座案等を学ぶ

1
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39 高知県
消費者教育に携わる講師養成講座（高齢者等対象
コース）

国セン 相談員
高齢者や民生委員・福祉関係者等を対象とした消
費生活講座を実践するために必要な知識や講座案
を学ぶ

1

39 高知県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　最近の制
度・法改正

国セン 相談員
電気事業法・電気通信事業法の改正の要点や、電
力小売りの全面自由化の概要、それに伴う消費者
トラブルの相談対応など

1

39 高知県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　特商法関
連の契約トラブル

国セン 相談員
特商法の知識や改正のポイント、法の当てはめ等
相談対応の実践的な事例検討などを学ぶ

1

39 高知県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　地域コー
ス

国セン 相談員
決済（キャッシュレス含む）手段をめぐる消費者
トラブル

2

39 高知県 全国消費生活相談員協会関西支部（愛媛県）講座 その他 相談員
生命保険商品の特徴と契約時の留意点および中高
生を対象とした消費者教育講座のポイントについ
て

1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決裁手段をめぐる消費者トラブル 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

4

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性の食品表示 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 自動車・美容医療 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題関連 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険 1

40 福岡県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 土地・住宅・高齢者の住まいに関するトラブル 1

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　行政職員向
け研修

県 相談員 高齢者に関する消費者トラブル 1

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　行政職員向
け研修

県 事務職員 消費生活サポーター研修 1

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　行政職員向
け研修

県 事務職員
消費生活相談対応に必要な基礎知識（消費生活相
談の基礎知識、消費生活相談対応の概要）

2

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　行政職員向
け研修

県 事務職員
消費生活相談対応に必要な知識（相談マニュアル
の事例をもとに相談対応、最近の相談事例と相談
対応）

2

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 電気通信事業者法改正とガイドライン 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 インターネットトラブルの現状 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 集団的消費者被害回復制度 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 国民生活センターのＡＤＲ 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 消費生活相談に必要な決裁に関する知識 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 クリーニングの表示改正と事故賠償基準 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 消費者契約法の知識 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 特定商取引法と割賦販売法の知識 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 民法の知識 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 特定商取引法と割賦販売法の知識 15

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 不動産取引と宅建業法 15

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 エステと美容医療の問題点 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 心の病を持った方の相談対応 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 クレーム対応 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 知識編 14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相
談員向け研修

県 事務職員、相談員 技能編 14

40 福岡県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国セン 事務職員 消費者庁が所管する各法令の概要に関する研修 1

40 福岡県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修） 国セン 事務職員 特商法・景表法の執行業務 2

41 佐賀県 消費生活相談員研修　基礎講座（実務コース） 国セン 相談員
具体的な相談関連テーマの基本となる知識やノウ
ハウを習得する

1

41 佐賀県 消費生活相談員研修 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員
消費生活相談情報のPIO-NET入力等について講義
および演習

1

41 佐賀県 消費生活相談員研修 専門講座　地域コース 国セン 相談員
最近の制度・法改正
（改正電気通信事業法を中心に）

1

41 佐賀県 教員を対象にした消費者教育講座 国セン 事務職員
消費者教育の学校での実践のため、効果的な指導
方法について

1

41 佐賀県
消費者教育推進のための研修消費者教育コーディ
ネーター育成講座

国セン 相談員
各地での取り組み事例の紹介や条項者相互の意見
交換などにより、実践的な知識を習得する

2

41 佐賀県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員 通信販売に関する消費者トラブル 1

41 佐賀県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員 対応困難相談者の相談対応 1

41 佐賀県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
高齢者に関する消費者トラブル　高齢者支援の制
度・サービス・相談対応を学ぶ

1

41 佐賀県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

41 佐賀県
第1回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 事務職員、相談員
佐賀県くらしの安全安心課の取り組みについて、
ニセ電話詐欺等の現状と被害防止の取り組みにつ
いて

2

41 佐賀県
第2回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 事務職員、相談員
電気通信事業法改正、インターネット、携帯につ
いて小中学生の利用の実態と消費者教育

5

41 佐賀県
第3回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 事務職員、相談員
多重債務と生活再建、佐賀県生活自立センターで
の相談の様子について

4

41 佐賀県
第4回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 相談員
精神疾患と相談対応の実際～精神保健福祉セン
ターの相談窓口について

3

41 佐賀県
第5回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 事務職員、相談員 消費者行政の現状と課題について 3

41 佐賀県
第6回消費者行政担当者及び消費生活相談員研修
(レベルアップ研修)会

県 事務職員、相談員
キャッシュレス決済の仕組みおよび最新のネット
被害の現状について

8
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41 佐賀県 消費者庁所管法令執行担当研修（専門研修） 国 事務職員
特定商取引法の執行実務に必要な専門知識
景品表示法の執行実務に必要な専門知識

2

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
最近の制度・法改正【電気事業法・電気通信事業
法】

3

42 長崎県 相談員研修会 国セン 相談員
住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおける
事例研究

5

42 長崎県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進 1

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

42 長崎県 親子教室・消費生活展での簡易実験講師要請講座 国セン 商品テスト職員
簡単にできる実験や自由研究等のアイデア提供と
指導のノウハウの習得

1

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブル

1

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
契約トラブル　民法・消費者契約法・特定商取引
法

1

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 自動車・美容医療に関する消費者トラブル 1

42 長崎県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員、相談員 ネット・ＳＮＳへの理解とリスクの確認等 2

42 長崎県 消費者行政職員・消費生活相談員等研修会 その他 相談員 金融商品トラブルと相談対応等 4

42 長崎県 消費者教育に携わる講師養成講座　応用コース 国セン 事務職員 対象者別に必要となる知識や技法の習得 1

42 長崎県 相談員研修会 その他 相談員 ゲームないアイテム課金と資金決済法の関係 3

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への相談対応関連 1

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 インターネット通販に関する消費者トラブル 1

42 長崎県 消費者教育研修 その他 相談員 消費者教育について 3

42 長崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブル 1

43 熊本県 消費者行政職員研修 職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員
消費者問題の基本、関連法規のポイント、消費者
教育の実践、関係機関との連携等消費者行政に必
要な基礎知識の講義

4

43 熊本県 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット通販、高齢者、金融・保険に関す
る消費者トラブル、多重債務関連、商品安全性等
の講義

8

43 熊本県 消費生活相談員研修 専門講座・地域コース 国セン 相談員
最近の制度・法改正、インターネット・スマート
フォン、キャッシュレス決裁等の講義

4

43 熊本県 消費者被害救済制度説明会 県 相談員 集団的消費者被害回復制度について説明 4

43 熊本県
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応について、ガイドライン、契約書等解説

2

43 熊本県
商品テスト企画会議及び商品テスト技術・評価研
究会

国セン 商品テスト職員
商品テスト技術職員が直面する問題の情報共有、
商品テストや苦情相談の解決に必要な技術、知識
の習得を目的とした研究会

1

43 熊本県 地方公共団体職員等研修 その他 商品テスト職員 食品等に関する適切な情報提供のための講義 1

44 大分県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員
電気通信事業法、放送法改正の概要・クリーニン
グ事故賠償基準の改正

1

44 大分県 消費生活相談員研修　pio-NETセミナー 国セン 相談員
相談情報の入力ルールについての基本的な講義・
実習

1

44 大分県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

1

44 大分県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 1

44 大分県 消費生活相談員研修・専門事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 1

44 大分県 消費生活相談員研修・専門事例講座 その他 相談員
割賦販売法、個人情報保護法改正のポイント、最
近の消費者問題と地方行政

1

44 大分県
平成２８年度　消費者庁所管法令執行担当者研修
（専門研修）

その他 事務職員 事例紹介、端緒業務、事件調査等の説明 1

44 大分県 消費生活相談研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員
決済　（キャシュレス）手段をめぐる消費者トラ
ブル

1

44 大分県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修

国 事務職員
健康増進法及び景品教示法に基づく虚偽誇大広告
の監視指導

1

44 大分県 景品表示法ブロック会議 国 事務職員 景品表示法の概要、事件処理業務 1

44 大分県 消費者庁行政職員管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政全般 1

45 宮崎県 消費者行政職員研修（管理職講座） 国セン 事務職員 消費者行政に関する講義・討議 2

45 宮崎県 消費者行政職員研修（職員講座）（基礎ほか） 国セン 事務職員 消費者政策及び法令に関する講義・討議 3

45 宮崎県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 消費者教育の実践的な知識に関する講義 8

45 宮崎県 消費生活相談員専門講座地域コース 国セン 事務職員、相談員 消費生活相談に係る専門知識の講義・事例研究 5

45 宮崎県 消費生活相談員研修（専門・事例研修） 国セン 相談員 消費生活相談に係る専門知識の講義や事例研究 15

45 宮崎県 消費生活専門相談員養成講座 その他 相談員
消費生活相談に対応するために必要な知識及び技
法の習得

2 全相協

45 宮崎県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員、相談員 消費生活相談に係る専門知識の講義や事例研究 3 消費者協会

45 宮崎県 PIONETセミナー 国セン 相談員 PIO－NETの操作等の習得 1

45 宮崎県 地域見守りネットワーク推進講座 国セン 事務職員
ネットワーク構築や体制整備、継続運営のための
課題やノウハウを学ぶ

1

45 宮崎県 消費者コーディネーター養成講座 国セン 事務職員、相談員 消費者教育の実践的な知識に関する講義 2

45 宮崎県
消費生活相談員基礎講座 （基本、フォローアッ
プ）

国セン 事務職員、相談員 消費生活相談に対する専門知識や技法の取得 2

46 鹿児島県 法執行担当者研修 国 事務職員
景品表示法，特定商取引法等の執行に係る初任者
研修

2

46 鹿児島県 法執行担当者（専門）研修 国 事務職員
特定商取引法等，景品表示法等の執行に係る専門
研修

2

46 鹿児島県 金融会社監督実務研修 国 事務職員 貸金業法の概要及び検査等に係る研修 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 「最近の制度・法
改正」

国セン 相談員 「電力小売りの全面自由化の概要」の講義等 1

46 鹿児島県 消費者行政職員研修・管理職講座 国セン 事務職員
「国民生活センターにおける今後の動向と課題」
「国における消費者行政の動向」の講義等

1

46 鹿児島県 平成28年度消費者相談研修 国 相談員
「消費者行政に必要な民法の基礎・消費者契約法
のポイント」の講義等

1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 「決済手段をめぐ
る消費者トラブル」

国セン 相談員
「消費生活相談に必要な割賦販売法の基礎知識」
の講義等

1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 「インターネッ
ト・スマートフォンの消費者トラブル・キャッ
シュレス決済

国セン 相談員 「電気通信サービスと電子商取引」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 「多重債務問題関
連（メンタルトラブル，福祉・司法手続きを知
る」

国セン 相談員
「多重債務問題を抱えた消費者の心の問題への対
応」の講義等

1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 自動車（中古車含
む）・美容医療に関する消費者トラブル　」

国セン 相談員
「消費生活相談に必要な自動車に関する知識」の
講義等

1
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46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 対応困難者への相
談対応関連　」

国セン 相談員 「対応困難な相談者の心理とは」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例 高齢者に関する消費者
トラブル（高齢者支援制度・サービス・相談対応
を学ぶ）」

国セン 相談員
「高齢者支援のための制度・サービスを知る」
「高齢者のトラブルの現状と法的な対応」の講義
等

1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座 インターネット通
販に関する消費者トラブル-決済手段の流れを中
心に-」

国セン 相談員
「インターネットにかかる通信販売の決済の仕組
みと相談対応のポイント」の講義等

1

46 鹿児島県 専門・事例講座　多重債務問題関連 国セン 事務職員、相談員
消費生活問題を迅速かつ適切に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得・向上に資するため
の講座

1

46 鹿児島県 消費生活相談員等研修会 県 相談員
消費生活相談の現場において必要な知識の習得等
の研修

2

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修）
（景品表示法等）

国 事務職員
食品表示関係法令・制度、景品表示法、家庭用品
品質表示法に関する制度概要一般の講義

1

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修）
（特定商取引法）

国 事務職員 特定商取引法新任担当者に必要な知識習得の研修 1

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修）
（景品表示法）

国 事務職員
執行権限を有する地方公共団体職員が、景表法違
反の疑義が生じた際の情報収集、立入検査の方法
等必要な知識習得の講義

1

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修）
（特定商取引法）

国 事務職員
特定商取引法の執行に関する専門知識や実践力を
身に付けるための研修

1

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修）
（消費者安全法）

国 事務職員 消費者安全法(身体・財産分野） 1

47 沖縄県
行政機関職員向け公益通報者保護制度に関する研
修会

国 事務職員 公益通報者保護制度の概要 1

47 沖縄県
健康増進法及び景品表示法に基づく虚偽誇大広告
等の監視指導に関する実務研修会

国 事務職員

地方自治体における健康増進法に係る事務の平準
化を図るとともに、食品表示に対する健康増進法
担当部局と景品表示法担当部局との有機的な連携
による執行力の向上を図るための講義

2

47 沖縄県 旅行業公正取引協議会公正競争規約説明会 その他 事務職員 旅行業公正取引規約の概要 1

47 沖縄県 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 事務職員 指導のノウハウ等 1

47 沖縄県 消費者教育コーディネーター養成講座 国セン 事務職員 実践的な知識の習得 1

47 沖縄県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 基礎コース 1

47 沖縄県 消費者行政職員研修　職員講座（広報・啓発） 国セン 事務職員 効果的な資料作成のノウハウ等 1

47 沖縄県
消費生活サポーター研修　地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 相談員 先進事例の紹介、情報交換等 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 国セン 事務職員
相談情報の入力ルールについての基本的な講義・
実習

1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 実務コース 2

47 沖縄県 消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 フォローアップコース 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブル

1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・キャッシュレス決済

1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブル 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への相談対応関連 2

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル 3

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1

47 沖縄県 九州ブロック相談事例研究会 市 事務職員、相談員 相談事例研究 2

47 沖縄県 消費者相談研修 国 事務職員
消費者関連法令の基礎知識や消費者相談業務に求
められるコミュニケーションのノウハウ等につい
て

1

47 沖縄県 消費生活相談員レベルアップ研修会 県 相談員
賃貸住宅の退去等に伴う原状回復に関するトラブ
ルについて

10

1 札幌市 消費者行政職員研修（職員講座） 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な知識の習得 1

1 札幌市
消費者行政職員研修（消費者教育・啓発担当者
コース）

国セン 事務職員
消費者教育・啓発業務に関する基礎的な実務知識
の習得

1

1 札幌市 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門者研修） 国 事務職員
消費者庁所管法令の執行に関する専門知識や実践
力の習得

1

1 札幌市 食品表示法担当者研修 国 事務職員
食品表示法の執行に関する専門知識や実務知識の
習得

1

1 札幌市 消費者行政職員研修（相談支援１回目） 国 事務職員
相談員への支援、相談カードにおけるPIO-NET分
類チェックや登録・決裁の流れについての知識の
習得

1

1 札幌市 消費者行政職員研修（管理職講座） 国 事務職員 消費者行政の推進に必要な知識の習得 1

4 仙台市 行政職員研修 管理職講座 国セン 事務職員

管理職として消費者行政の動向や施策のポイン
ト、業務上最低限必要となる関連法規の基礎知
識、消費者教育や庁内外との連携の重要性につい
て

1

4 仙台市 行政職員研修 職員講座基礎コース 国セン 事務職員
消費者問題の基本、業務上必要となる関連法規の
基礎知識、消費者教育の実践、相談員や他部署・
他機関との連携について

1

4 仙台市 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 事務職員 各地での取り組み事例の紹介及び意見交換など 1

4 仙台市 最近の制度・法改正について 国セン 相談員
電気事業法・電気通信事業法の改正を中心にした
講義

1

4 仙台市 PIO-NETセミナー 国セン 相談員
消費者生活相談情報の入力ルール、検索方法等に
ついての基本的な講義及び実習

1

4 仙台市
消費者教育に携わる講師養成講座　高齢者・障が
い者・民生委員等対象

国セン 相談員 消費者教育講座を実践するための講座 1

4 仙台市
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、キャッシュレス決済

国セン 相談員
情報通信サービス、電子商取引及びキャッシュレ
ス決済の仕組みや最近の消費者被害、相談処理に
必要な法律知識についての講義及び事例検討

2

4 仙台市 商品の安全性と食品表示 国セン 相談員
講義や実際の相談事例をもとに法の当てはめ等相
談対応の実践的な事例検討や参加型のアクティブ
ラーニング、意見交換など

2

4 仙台市 特商法関連の契約トラブル 国セン 相談員
講義や実際の相談事例をもとに法の当てはめ等相
談対応の実践的な事例検討や参加型のアクティブ
ラーニング、意見交換など

1
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4 仙台市 自動車・美容医療に関する消費者トラブル 国セン 相談員
講義や実際の相談事例をもとに法の当てはめ等相
談対応の実践的な事例検討や参加型のアクティブ
ラーニング、意見交換など

1

4 仙台市 金融・保険をめぐる消費者トラブル 国セン 相談員
金融・保険をめぐる消費者トラブルについての講
義

1

4 仙台市
決裁（キャッシュレス含む）手段をめぐる消費者
トラブルについて

国セン 相談員 決裁手段をめぐる消費者トラブルについての講義 2

4 仙台市 第１回消費者生活相談員レベルアップ研修会 県 相談員
消費者からの苦情相談への適切かつ迅速な処理の
ため必要な知識の習得及び県と市町村の連携を強
化し多様な苦情相談に対応するための研修会

1

4 仙台市 若者をとりまくトラブルについて考える その他 相談員
未成年から成年へ、学生から社会人へとライフス
タイルの変化が伴う若者が直面するトラブルにつ
いて、若者への消費者教育について

1

4 仙台市 第２回消費者生活相談員レベルアップ研修会 県 事務職員、相談員
消費者からの苦情相談への適切かつ迅速な処理の
ため必要な知識の習得及び県と市町村の連携を強
化し多様な苦情相談に対応するための研修会

4

4 仙台市 第３回消費者生活相談員レベルアップ研修会 県 相談員
消費者からの苦情相談への適切かつ迅速な処理の
ため必要な知識の習得及び県と市町村の連携を強
化し多様な苦情相談に対応するための研修会

1

4 仙台市 東北都市消費者行政協議会担当者研修会 その他 相談員
クリーニング及び電気通信サービスに関する相談
事例について

3

4 仙台市 住宅リフォーム相談窓口担当者等講習会 県 事務職員
住宅リフォームにかかる関連施策、支援制度等及
び相談対応・相談事例について

1

4 仙台市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルにか
かる相談対応について

1

4 仙台市 第４回消費者生活相談員レベルアップ研修会 県 相談員
消費者からの苦情相談への適切かつ迅速な処理の
ため必要な知識の習得及び県と市町村の連携を強
化し多様な苦情相談に対応するための研修会

1

11 さいたま市 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 管理職講座 1

11 さいたま市 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 基礎コース 1

11 さいたま市 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 事務職員 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成 1

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル

3

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示 1

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の消費者トラブル 1

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車(中古車を含む)・美容医療に関する消費者
トラブル

1

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

2

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 3

11 さいたま市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
多重債務相談関連（メンタルトラブル、福祉、司
法手続きを知る）

1

11 さいたま市 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 相談員
小・中・高・大学生等対象の消費者教育に携わる
講師養成

1

11 さいたま市 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 相談員 教員対象の消費者教育に携わる講師養成 1

11 さいたま市 Ｄ－ラーニングオンデマンド配信コース 国セン 相談員 電気通信事業法の改正の概要 1

11 さいたま市 Ｄ－ラーニングオンデマンド配信コース 国セン 相談員 越境消費者トラブルの概要とＣＣＪの活用法 1

11 さいたま市 Ｄ－ラーニングオンデマンド配信コース 国セン 相談員 高齢者住まいの種類と特徴 1

11 さいたま市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

国 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応

3

11 さいたま市 地方公共団体等研修 その他 事務職員、相談員 食品に関するに情報提供業務の適切な支援 2

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 特商法改正の動向（講義） 14

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 賃貸借契約～原状回復トラブルについて～ 10

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 消費者契約法①：不当勧誘（改正議論も含む） 12

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 消費者契約法②：不当条項（改正議論も含む） 11

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
電気通信事業法に関連するトラブル（改正のポイ
ント）

6

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
通信販売・インターネット契約（表示規制・景表
法規制）

13

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 美容医療（特商法改正も含む） 13

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員 生命保険に関するトラブル（改正のポイント） 9

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の
トラブル（入会金、退去時の精算・原状回復な
ど）

9

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
集団的消費者被害回復制度と現在の弁護団活動
（消費者団体、弁護士、相談員の役割と期待）

7

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
決済手段と資金決済法、割賦販売（改正議論も含
む）

9

11 さいたま市 消費者契約に関する基礎法令事例研究会 県 事務職員、相談員
若年層における投資セミナー契約などに適用され
る法律問題

11

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
消費者関係法の基礎、消費生活相談に必要な法律
の制度、相談対応事例の解説

1

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
特定商取引法の知識と相談対応、金融商品取引法
の知識と相談対応

1

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
割賦販売法の知識と相談対応　　　　　　　オン
ラインゲームの現状とトラブル事例

2

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
歯科治療の基礎知識　　　　　　　　　　　　高
齢者向けの住まいの現状と相談対応

5

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
電力自由化の制度・政策と供給企業の動向
電子通信事業法の改正と電気通信サービスについ
て

3

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
クリーニングの係る消費生活相談と新しい洗濯表
示について
ハードクレーム研修

4

11 さいたま市 消費生活相談員研修 県 相談員
消費生活講座講師養成講座
相談事例研修

1

11 さいたま市 消費者行政担当職員研修（新任） 県 事務職員 消費者行政の基礎知識 2

11 さいたま市 消費者行政担当職員・消費生活相談員研修会 県 事務職員、相談員 消費生活相談のための「オンラインゲーム」 11
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11 さいたま市 消費者行政担当職員・消費生活相談員研修会 県 事務職員、相談員 プリペイドカードと消費者トラブル 10

11 さいたま市 電気通信事業法改正後の消費者保護説明会 県 事務職員、相談員 電気通信事業法改正後の消費者保護の取り組み 8

11 さいたま市 金融広報アドバイザー研修 県 相談員
若年者向け講座の実践事例及び印象に残る講座の
仕方について

2

11 さいたま市 リスクコミューケーター研修 県 相談員
リスクコミュニケーションとは　リスクコミュニ
ケーションに関わるクロスロードゲーム

3

11 さいたま市 リスクコミューケーター研修 県 相談員 事例から学ぶ食中毒予防 1

11 さいたま市 リスクコミューケーター研修 県 相談員 健康食品について 1

11 さいたま市 リスクコミューケーター研修 県 相談員 マスコミ情報の作られ方・読み解き方 1

11 さいたま市 健康食品取扱事業者等講習会 県 相談員 健康食品に係るトラブル、関係法令 1

11 さいたま市 相談事例研究会 市 事務職員、相談員 悪質商法、悪質事業所等の情報交換会 27

11 さいたま市 相談事例研究会 市 事務職員、相談員
旅行業における公正競争規約とトラブル事例につ
いて

29

11 さいたま市 相談事例研究会 市 事務職員、相談員
消費生活相談事例から考える消費生活被害防止・
見守りのための情報交換会～生活困窮者支援のた
めの連携～

23

11 さいたま市 相談事例研究会 市 事務職員、相談員 通信ネット関連の最新トラブルと難事例について 26

11 さいたま市 旅行業公正取引協議会 その他 事務職員、相談員 公正規約競争説明会 4

12 千葉市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識、及び相談処理技法の習得・向上に
資する各種内容の講座

10

12 千葉市 消費生活相談員研修　基礎講座　実務コース 国セン 相談員
消費生活相談を行ううえで必要不可欠な基礎知識
および技法を集中して習得する。

1

12 千葉市 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
消費者行政の動向や施策のポイント、関連法規の
基礎知識、消費者教育や庁内外との連携の重要性
等。

1

12 千葉市 消費者行政職員研修　基礎コース 国セン 事務職員 消費者行政職員研修のうち基礎的な内容の講座 2

12 千葉市 消費生活相談員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 国セン 事務職員
ＰＩＯ－ＮＥＴ２０１５による消費生活層ｄ何情
報の入力ルール、検索方法等についての基本的な
広義および実習

1

12 千葉市 専門講座　地域コース 県 相談員 金融・保険商品をめぐる消費者トラブル 1

12 千葉市 千葉県消費者センター連絡協議会研修会 県 事務職員、相談員
特定商取引法と消費者契約法の改正、適格消費者
団体制度他

3

12 千葉市 消費生活相談員等レベルアップ研修　基礎コース 県 相談員
民法・消費者契約法・特定商取引法の知識、割賦
販売法、金融商品・景品表示法他

6

12 千葉市
消費生活相談員等レベルアップ研修　講師養成講
座

県 相談員
消費者教育の実践者としての考え方、著作権法・
講座実施の手法や教材他

1

14 横浜市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 事務職員
電気通信サービスの新たな消費者保護ルールと消
費生活相談における対応について

1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 事務職員
新たな集団的被害回復制度、消費者採番手続特例
法施行に向けて

1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 事務職員 消費者契約法改正のポイントについて 2

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 事務職員 特定商取引法改正のポイントについて 2

14 横浜市 消費者行政職員研修 管理職講座/職員講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要となる知識 3 ３回×1人

14 横浜市
消費生活相談員基礎講座 （基本、フォローアッ
プ）

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な基礎知識・専門知識および技法の習得

3 ３回×1人

14 横浜市 消費生活相談員研修 専門・事例講座 国セン 相談員

インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、決済手段トラブル、キャッシュレス決済トラ
ブル、商品の安全性と食品表示、特商法関連契約
トラブル、自動車・美容医療に関するトラブル、
金融・保険トラブル、土地・住宅関係トラブル、
インターネット等の消費者トラブル旅行、最近の
制度・法改正、インターネット通販トラブル、高
齢者に関する消費者トラブル

21 21回×1人

14 横浜市 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET入力方法等 2 2回×１人

14 横浜市 消費者教育に携わる講師養成講座 基礎コース 国セン 相談員 講師として必要となる基礎知識・技法の習得 2 2回×１人

14 横浜市
消費生活相談員・行政職員等 研修講座（広報・
啓発）

国セン 事務職員 情報作成や情報発信の運営管理 2 2回×1人

14 横浜市 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 事務職員 実験や自由研究等のアイディア提供と指導・実習 1 １回×1人

14 横浜市 消費生活相談員・行政職員等 研修講座 その他 相談員
ネット、SNS、食品表示の概要、割賦販売法改正
のポイント

2 2回×1人

14 横浜市 消費生活行政担当職員 レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
消費者問題と消費者法、消費者法の学び方、消費
生活相談に必要な民法・消費者契約法の知識、市
町村の消費者行政と相談窓口の役割他

9 9回×1～3人

14 横浜市 地方公共団体職員等研修 その他 事務職員 食品表示の監視、確認検査等 1 1回×1人

14 横浜市 消費生活相談人材育成事業専門研修 県 事務職員、相談員 消費者契約法９条１号の平均的損害を中心として 1 １回×2人

14 横浜市 消費生活相談員レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
特定商取引法事例検討ゼミ、原野商法の二次被
害、インターネット契約トラブル

3 3回×1人

14 横浜市 高齢者等消費者被害対策事業研修 県 相談員
高齢者・障害者及び見守り出前講座等講師のスキ
ルアップ

1 1回×1人

14 川崎市 レベルアップ研修（法令編）第1回 県 事務職員 消費者問題と消費者法 1

14 川崎市 レベルアップ研修（法令編）第2回 県 事務職員 消費者法の学び方 1

14 川崎市 レベルアップ研修（実務編）第1回 県 事務職員 市町村の消費者行政と相談窓口の役割 1

14 川崎市 レベルアップ研修（法令編）第3回 県 事務職員 消費生活相談に必要な民法・消費契約法の知識 1

14 川崎市 レベルアップ研修（法令編）第4回 県 事務職員 消費生活相談に必要な特定商取引法の知識 1

14 川崎市 レベルアップ研修（法令編）第5回 県 事務職員 消費生活相談に必要な割賦販売法の知識 1

14 川崎市 レベルアップ研修（実務編）第2回 県 事務職員 消費者政策の現状と課題について 1

14 川崎市 レベルアップ研修（実務編）第4回 県 事務職員 消費者契約法改正のポイントについて 1

14 川崎市 レベルアップ研修（実務編）第5回 県 事務職員 特定商取引法改正のポイントについて 1

14 川崎市 食品表示・安全分野研修第1回 県 相談員 食品表示を上手に生かすには 3

14 川崎市 食品表示・安全分野研修第2回 県 相談員
「健康」を謳う商品に関する情報の収集と提供に
ついて

1

14 川崎市 専門研修第1回 県 相談員 自動車の買取に係る相談対応 3

14 川崎市 専門研修第2回 県 相談員 自動車の買取に係る相談対応 2

14 川崎市 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 消費者行政職員研修　職員講座（広報・啓発） 1

14 川崎市 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 消費者行政職員研修　職員講座（基礎） 1
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14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 事務職員 PIO-NET　セミナー 2

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 専門・事例講座　最近の制度・法改正 2

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 消費生活相談員基礎基礎講座【実務コース】 1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門・事例講座　インターネット・スマートフォ
ンの消費者トラブル

1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門・事例講座　決済手段をめぐる消費者トラブ
ル

1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 消費生活相談員基礎基礎講座【実務コース】 1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 PIO-NET　セミナー 2

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門・事例講座　インターネット・スマートフォ
ンの消費者トラブル・キャッシュレス決済

3

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門・事例講座　多重債務問題関連（メンタルト
ラブル、福祉・司法手続きを知る）

1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

2

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 対応困難相談者の相談対応関連 1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行（ＯＴＡ）

1

14 川崎市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
土地・建物・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

2

14 川崎市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員
電気通信サービスの新たな消費者保護ルールと消
費生活相談における対応について

2

14 川崎市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員
弁護士会との連携～神奈川消費者問題研究会の活
動について

1

14 川崎市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 原野商法の二次被害トラブル 3

14 川崎市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 インターネット契約トラブルについて 2

14 川崎市 専門研修 県 相談員 消費者契約法９条１号の平均的損害を中心として 8

14 川崎市 専門研修 県 相談員 最近の決済システム（電子マネー編） 3

14 川崎市 専門研修 県 相談員
住宅工事契約に関する法的基礎知識・トラブル事
例

1

14 川崎市 専門研修 県 相談員 生命保険における相談トラブルと対応事例 1

14 川崎市 多重債務者対策協議会の開催について 県 事務職員
27年度の多重債務者対策の取組結果と28年度の取
組みについて

1

14 川崎市 高齢者等消費者被害対策事業研修 県 相談員 相談対応のための研修 2

14 川崎市 概論研修 県 相談員
電気通信事業分野における消費者保護ルール改正
について

8

14 川崎市 概論研修 県 相談員 電力自由化に伴う課題と消費者トラブル 3

14 川崎市 概論研修 県 事務職員、相談員 改正保険業法の概要について 4

14 川崎市 概論研修 県 相談員 家賃保証会社とのトラブル事例 2

14 川崎市 市町村消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 電力自由化による最近の相談事例 1

14 川崎市 市町村消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員
電気通信事業法の改正における消費者保護ルール
について

1

14 川崎市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 相談員 割賦販売法改正について 1

14 川崎市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 相談員 越境取引における紛争解決 3

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 都市ガス自由化学習会 3

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 研修 1

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 民法の成年年齢引き下げに関する学習会 3

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 裁判事例 15

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 若者の消費者被害について 2

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 クリーニング基礎講座 1

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 障碍者差別解消法について 1

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 消費者問題リレー報告会 4

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 割賦販売法・電気通信事業法 1

14 川崎市 研修講座 その他 事務職員、相談員 裁判事例 16

14 川崎市 消費生活相談合同研修会（事例研修） 市 事務職員、相談員 相談事例に関する勉強会 52

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 1

14 相模原市 消費者教育推進のための研修 国セン 相談員 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 1

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 2

14 相模原市 消費者教育推進のための研修 国セン 相談員 消費者教育に携わる講師養成講座 1

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品の安全性と食品表示 1

14 相模原市 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高齢者・障がい者・民生委員等対象 1

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

2

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
土地・住宅・高齢者の住まいに関する消費者トラ
ブル

1

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・旅行（ＯＴＡ）

1

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）概論
研修

県 相談員
電気通信事業分野における消費者保護ルール改正
について

2

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 事務職員 市町村の消費者行政と相談窓口の役割 1

14 相模原市 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 管理職講座 1

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）概論
研修

県 事務職員、相談員 電力自由化に伴う課題と消費者トラブル 2

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）概論
研修

県 相談員 改正保険業法の概要について 2

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）概論
研修

県 相談員 家賃保証会社とのトラブル事例 3

14 相模原市 消費者教育教員研修 県 相談員 環境／消費者市民社会 1

14 相模原市 消費者教育教員研修 県 事務職員 法律・消費者被害／情報 1

14 相模原市 食品表示・安全分野研修 県 相談員 食品表示を上手に生かすには 1

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 相談員 消費者政策の現状と課題について 1

14 相模原市 食品表示・安全分野研修 県 相談員
「健康」を謳う商品に関する情報の収集と提供に
ついて

2

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）専門
研修

県 相談員 自動車の買取に係る相談対応 5
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14 相模原市
高齢者等消費者被害対策事業（高齢者・障がい者
等に配慮した相談対応）研修

県 相談員 消費生活相談を受ける際のカウンセリング術 1

14 相模原市
高齢者等消費者被害対策事業（高齢者・障がい者
等に配慮した相談対応）研修

県 事務職員、相談員
高齢者・障がい者等の被害未然防止講座実践のた
めのポイント

3

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）専門
研修

県 相談員 消費者契約法９条１号の平均的損害を中心として 2

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）専門
研修

県 相談員
住宅工事契約に関する法的基礎知識・トラブル事
例

1

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 相談員 消費者契約法改正のポイントについて 1

14 相模原市
市町村消費生活相談員レベルアップ研修事業（横
須賀・三浦地域）

県 相談員
高齢者の契約トラブル（成年後見・遺言信託な
ど）

1

14 相模原市
市町村消費生活相談員レベルアップ研修事業（横
須賀・三浦地域）

県 相談員 高齢期の住まいのトラブル 1

14 相模原市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 特定商取引法事例検討ゼミ 2

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）専門
研修

県 相談員 生命保険における相談トラブルと対応事例 1

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 相談員 割賦販売法改正について 1

14 相模原市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 原野商法の二次被害トラブルについて 1

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（実務
編）

県 相談員
サーバ型前払式支払手段のしくみと課題について
～プリペイドカードを中心に～

2

14 相模原市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 インターネット契約トラブルについて 2

14 相模原市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員
ネット・ＳＮＳへの理解とリスクの確認／食品表
示制度の概要／いわゆる「健康食品」と保健機能
食品

3

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 その他 相談員
地域の見守りネットワークの取り組みへの期待／
消費者契約法・特定商取引法の改正に伴う聞き取
りのポイント

1

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 その他 相談員
割賦販売法改正のポイント／最近の消費者問題と
地方行政

3

14 相模原市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 その他 相談員
集団的消費者被害救済制度と消費生活相談員との
関わり方／個人情報保護法改正のポイント

2

14 相模原市 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

15 新潟市 消費生活相談員研修 「基礎講座」 国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市 市町村消費者行政担当者及び相談員新任者研修 県 事務職員
新任者若しくは経験年数の浅い者を対象にした研
修

1

15 新潟市 消費センター相談員等研修会 県 相談員 改正電気通信事業 2

15 新潟市 消費生活相談員研修 「講師養成講座」 国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市 消費センター相談員等の研修会 県 相談員 相談員のメンタルヘルス 2

15 新潟市 消費者行政職員講座 「基礎コース」 国セン 事務職員 消費者行政職員としての基礎知識の習得 1

15 新潟市 消費生活相談員研修 「実務コース」 国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市 消費センター相談員等の研修会 県 事務職員、相談員 決済サービスの基礎知識 3

15 新潟市 消費センター相談員等の研修会 県 相談員 個人信用情報機関の概要 3

15 新潟市 市区町村向け多重債務相談相談員研修 国 相談員 多重債務問題プログラムに基づく相談員等研修会 1

15 新潟市 消費生活相談員研修 「多重債務問題関連」 国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市 消費センター相談員等のゼミナール 県 相談員 法律的知識を深め相談対応力を高める 1

15 新潟市 特別支援学校向け啓発講座 学習会(初心者向け) その他 相談員 特別支援学校の生徒に対する啓発講座の技術習得 1

15 新潟市 特別支援学校向け啓発講座 学習会(履修者向け) その他 相談員 特別支援学校の生徒に対する啓発講座の技術習得 1

15 新潟市
消費生活相談員研修 「土地・住宅・高齢者の住
まいに関する消費者トラブル」

国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市
消費生活相談員研修 「基礎講座」フォローup研
修

国セン 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

15 新潟市 第２回相談員講座 「集団的被害者救済」 その他 相談員 相談員としての知識・技能の習得 1

22 静岡市 消費者行政職員研修管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の動向や施策のポイン
ト、業務上最低限必要となる関連法規の基礎知識
等

1 　

22 静岡市 消費者行政職員研修職員講座 国セン 事務職員
着任後間もない消費者行政職員に対して基本、基
礎知識、消費者教育の実践等

1 　

22 静岡市 東海・北陸ブロック消費生活相談事例研究会 県 事務職員、相談員 相談事例検討 2 　

22 静岡市 食品表示担当者（新任）研修会 県 事務職員 食品表示法などについて 1 　

22 静岡市 市町消費者行政会議 県 事務職員
講義：行政職員による相談窓口のバックアップの
重要性について　等

2 　

22 静岡市 製品安全研修 国 事務職員
消費生活安全法、電気用品安全法、ガス事業法、
液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関す
る法律について他

1 　

22 静岡市 行政施策研修会 その他 事務職員 静岡市の行政施策紹介、協同事業の提案 1 　

22 静岡市 消費者教育に携わる講師養成講座（基礎コース） 国セン 事務職員
消費者教育推進員に対して必要となる基礎知識、
実践的手法

1 　

22 静岡市 消費者教育に携わる講師養成講座（応用コース） 国セン 事務職員
小中学生等対象、基礎を学習した者に対し参加体
験型の実習などを取り入れ、必要となる知識や技
法の向上を図る

1 　

22 静岡市
ふじのくに消費者教育推進中部地域連絡会担い手
育成講座

県 事務職員 教育現場の消費者教育の取組発表・意見交換 2 　

22 静岡市
ふじのくに消費者教育推進中部地域連絡会担い手
育成講座

県 事務職員
大人のためのお金と生活の知恵・カード社会の賢
い歩き方

1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 最近の制度・法改正 1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 決済手段をめぐる消費者トラブル 1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンに関する消費者
トラブル

1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル・キャッシュレス決裁

1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース 国セン 相談員 金融・保険をめぐる消費者トラブル 1 　

22 静岡市 高度専門消費生活相談研修会 県 相談員
最近のインターネット取引に関するトラブルと相
談対応

1 　

22 静岡市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 ネット・SNSへの理解とリスクの確認等 2 　

22 静岡市 消費者問題シリーズ その他 相談員 消費者問題入門編、約款と不当条項 1 　

22 静岡市 消費生活相談研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特商法関連の契約トラブル 1 　
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22 静岡市 消費生活相談研修　専門・事例講座 国セン 相談員
自動車（中古車含む）・美容医療に関する消費者
トラブル

1 　

22 静岡市 高度専門消費生活相談研修会 県 相談員
ネット広告の相談と問題点について、電気通信事
業法等の改正と相談対応について

1 　

22 静岡市 多重債務相談研修 国 相談員 多重債務相談について 1 　

22 静岡市 消費者問題シリーズ研修会（第1回） その他 相談員 消費者問題シリーズ 1 　

22 静岡市 消費者問題シリーズ研修会（第２回） その他 相談員 消費者問題シリーズ 1 　

22 静岡市 消費者問題シリーズ研修会（第３回） その他 相談員 消費者問題シリーズ 1 　

22 静岡市
消費生活相談員・行政職員等研修講座行政職員等
研修講座

その他 相談員
割賦販売法改正のポイント、最近の消費者問題と
地方行政

2 　

22 静岡市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員
集団的消費者被害救済制度と消費性kつ相談員と
の関わり方、個人情報保護法改正ポイント

1 　

22 静岡市 ウエルカム法律講座 その他 相談員 改正消費者契約法・改正特定商取引法 1 　

22 静岡市 消費生活相談員のためのストレス対策講座 県 相談員 ストレス対策講座 1 　

22 静岡市 高度専門消費生活相談研修会 県 相談員 消費生活相談に役立つ旅行の法律知識 1 　

22 静岡市 消費生活相談員研修専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者に関する消費者トラブル 1 　

22 浜松市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 決済手段をめぐるトラブルへの対処法 6

22 浜松市 消費生活相談員・行政職員等研修 その他 相談員
SNSへの理解とリスクの確認、見守りネットワー
クについて

1

22 浜松市 高度専門消費生活相談研修 県 相談員
ネットに係る相談と問題点、電気通信事業法等の
改正と相談対応

1

22 浜松市 消費生活相談研修会および事例検討会 県 相談員 よくある事例を検討 3

22 浜松市 消費者問題シリーズ その他 相談員
未成年者の消費者トラブル、電気通信サービス契
約における留意点

2

22 浜松市 消費者教育講師養成講座 国セン 事務職員
小、中、高、大学における消費者教育、グループ
討議等

3

23 名古屋市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン
相談員、商品テスト

職員
インターネット・スマホ関連の消費者トラブル、
決済手段をめぐる消費者トラブル　等

13

23 名古屋市 消費生活相談PIO-NETセミナー 国セン 事務職員 PIO－NET入力等について講義および演習 1

23 名古屋市 消費者教育推進のための研修 国セン 相談員 講師養成のための講義 2

23 名古屋市 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース 国セン 相談員
インターネット・電話関連の消費者トラブル、中
古車契約のトラブル　等

1

23 名古屋市 消費者行政職員研修　職員講座（基礎） 国セン
事務職員、相談員、

商品テスト職員
消費者行政の推進に必要となる基礎的な実務知識
の習得

3

23 名古屋市 消費者行政職員研修　職員講座（広報・啓発） 国セン 相談員
効果的な情報作成のノウハウや情報発信方法の習
得

1

23 名古屋市 消費者行政職員研修　職員講座（相談支援） 国セン 事務職員 相談実務を担当する行政職員の実務知識の習得 1

23 名古屋市 消費生活相談員研修　専門・事例講座基礎講座 国セン 相談員
消費生活相談業務を行う上での基礎知識及び技法
の習得

4

23 名古屋市 全国消費者フォーラム 国セン 事務職員、相談員
時宜を得たテーマに沿った消費者問題の現状と方
向及び消費者活動について

4

23 名古屋市 (財）日本消費者協会 その他 相談員 ネット・SNSへの理解とリスク　等 1

23 名古屋市 東海北陸ブロック相談事例研究会 県 事務職員、相談員
東海北陸地区の県・指定市における相談事例にか
かる研修

2

23 名古屋市 金融教育公開授業 その他 相談員 金融教育に関する実践事例の紹介と講演会 1

23 名古屋市 Ｄ－ラーニングコース（配信）　10回 国セン 事務職員、相談員
消費生活相談の役割と特徴　電力の小売り全面自
由化　電気通信事業法改正の概要　など

160

23 名古屋市 消費生活相談員等全体研修会 県 相談員
知的財産侵害物品の水際取締り・多重債務問題の
理解と解決

4

23 名古屋市 消費生活相談員レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
各種改正契約関連法、不動産契約トラブル、連鎖
販売トラブル、美容医療トラブル　等

19

23 名古屋市 消費者教育推進フォーラム 県 事務職員、相談員 消費者教育研究校における取り組み事例の紹介等 4

23 名古屋市
電力及び都市ガスの小売り全面自由化に関する説
明会

県 相談員 電力及び都市ガスの全面自由化 1

23 名古屋市 三庁事例研究会 国 相談員 弁護士会と中部経済産業局との事例検討 2

23 名古屋市 相談員スキルアップ講座 国 事務職員、相談員 仮想通貨、民法講座、クレーム対応、割賦販売法 4

23 名古屋市
電力及び都市ガスの小売り全面自由化に関する説
明会

国 相談員 電力及び都市ガスの全面自由化 1

23 名古屋市 地公体職員等講習会 その他
相談員、商品テスト

職員
食品表示にかかる景品表示法の考え方、しょうゆ
の商品知識

2

23 名古屋市 多重債務相談研修会 国 相談員 心の問題を抱えた相談への対応 1

23 名古屋市
革・革製品の基礎、応用知識及び最新エコレザー
の動向

その他 商品テスト職員 革・革製品の基礎、応用知識 1

23 名古屋市 民間賃貸住宅をめぐるトラブル相談対応研修会 国 相談員
民間賃貸住宅を賃貸借をめぐるトラブルの相談対
応について

2

23 名古屋市 公正競争規約説明会 その他 相談員 景品表示法の開成に伴う規約の内容説明 2

23 名古屋市 クリーニング事故賠償基準改正説明会 その他
事務職員、商品テス

ト職員
賠償基準改正について 2

23 名古屋市 そんぽ消費者あんしん懇話 その他 事務職員、相談員 損害保険について 2

23 名古屋市 東海地区ブロック食品表示連絡会における勉強会 国 事務職員 食品表示基準の執行及びＱ＆Ａ解説等について 3

26 京都市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

21

26 京都市 消費行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な基礎的実務知識の習得 4

26 京都市 消費生活相談員研修　講師養成講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

2

26 京都市 衣類等の新しい洗濯表示に関する説明会 国 相談員
新しい洗濯表示記号に関する問合せに対応するた
めの専門知識の習得

1

26 京都市
電力及び都市ガスの小売全面自由化に関する説明
会

国 相談員
電力及び都市ガスの小売り全面自由化に関する相
談を迅速に解決するための専門知識の習得

1

26 京都市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員
民間賃貸住宅の賃貸借関係に関する相談を迅速に
解決するための専門知識の習得

1

27 大阪市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
インターネット・スマートフォンの消費者トラブ
ル、決済手段をめぐる消費者トラブル、商品の安
全性と食品表示等の講義

11

27 大阪市
大阪府消費生活相談員レベルアップ講座　テーマ
別

県 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

7

27 大阪市
大阪府消費生活相談員レベルアップ講座　ブロッ
ク別

県 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

7
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27 大阪市 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー 国 相談員
若者から高齢者まで幅広い年齢層で年々増加する
インターネット取引のトラブルに着目し、その最
新の動向や対応策にかかる講義

1

27 大阪市 商品テスト事例研究会 県 相談員
商品テスト結果を用いた、相談の内容についての
研究

2

27 大阪市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

国 相談員

①「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(改訂
版)」の解説
②「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」の解説
③「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(再改訂版)」の解説

1

27 堺市
消費生活相談員研修 専門・事例講座（2泊3日
コース）

国セン 相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識および技法の習得・向上に資する。
講義や実際の相談事例をもとに法の当てはめ等相
談対応の実践的な事例検討や参加体験型のアク
ティブラーニング、受講者相互の意見交換などに
より行う。

6

27 堺市
消費生活相談員研修 専門・事例講座（1泊2日
コース）

国セン 相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識および技法の習得・向上に資する。
法令や制度、仕組みの解説等講義形式中心に相談
事例なども交えながら相談現場に直結する情報や
知識を習得する。受講者相互の意見交換も実施。

1

27 堺市 PIO-NETセミナー 国セン 相談員
消費生活相談情報の充実を図るため、消費生活相
談情報のPIO-NET入力等について講義及び演習に
より行う。

1

27 堺市 消費生活相談員研修 専門講座　地域コース 国セン 相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識および技法の習得・向上に資する。
法律全般について大阪府とともにテーマを協議の
うえ実施。

1

27 堺市
消費者教育推進のための研修 消費者教育に携わ
る講師養成講座（応用コース）

国セン 相談員

地域において消費者講座の講師となる消費者行政
職員および消費生活相談員に対して、基礎を習得
した者に対し参加体験型の実習などを取り入れ、
対象者別に必要となる知識や技法の向上を図る。

3

27 堺市 消費者行政職員研修 職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員

着任間もない消費者行政職員もしくは基礎から学
びたい職員に対して、消費者問題とは何かという
基本から、業務上必要となる関連法規の基礎知
識、消費者教育の実践、相談員や他部署・他機関
との連携についてまで研修。受講者相互の意見交
換も行う。

1

27 堺市 大阪弁護士会との共同事例研究会 その他 相談員
相談事例の検討による専門知識及び相談処理技法
の習得

11

27 堺市 大阪府内商品テスト事例研究会 県 相談員
商品テスト事例の検討による専門知識及び相談処
理技法の習得

2

27 堺市 大阪府消費生活相談員レベルアップ講座 県 相談員
専門家の法律運用・解釈等を踏まえた講義や事例
検討による専門知識及び相談処理技法の習得

11

27 堺市 市町村消費者行政職員等研修会 県 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

1

27 堺市
消費者セミナー ～私たちの暮らしと独占禁止法
の関わり～ かしこい商品選択-景品表示法とは-

その他 相談員
公正取引委員会主催。独占禁止法と景品表示法に
ついての研修

1

27 堺市 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー その他 相談員
近畿経済産業局主催。若者から高齢者まで幅広い
年齢層で年々増加するインターネット取引のトラ
ブルに関する最新の動向や対応策について習得

1

27 堺市
電力及び都市ガスの小売全面自由化に関する説明
会（需要家向け）

その他 相談員
近畿経済産業局主催。電力及び都市ガスの小売全
面自由化に関する説明を実施

1

27 堺市
衣類等の新しい洗濯表示に関する説明会（事業者
向け）

その他 相談員
近畿経済産業局主催。新洗濯表示の内容につい
て。

1

27 堺市 借金相談に係る研修会 県 相談員
中小企業支援室金融課主催。借金相談の対応に必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

1

27 堺市 簡易裁判所の民事手続き等に関する説明会 国 相談員
簡易裁判所における民事手続き等の内容に関する
講義による相談対応能力の向上

1

27 堺市 消費生活行政担当者・消費生活相談員研修 県 相談員
京都府消費生活安全センター主催。アフィリエイ
ト・プログラムの現状や課題、基礎知識、相談事
例、対応方法等について

1

27 堺市 認知症サポーター講座 市 相談員
消費者被害の防止の観点から、認知症を持つ高齢
者の見守りについて

2

27 堺市 相談機関研修 市 相談員
こころの健康に不安がある方が相談に来られた際
の対象法や知識の習得

1

27 堺市 市町村消費者行政職員等研修会（第1回） 県 事務職員
消費者行政の歴史と現状、問題点と課題等、消費
者行政の推進に必要となる基礎的・実務的知識を
習得。

1

27 堺市 市町村消費者行政職員等研修会（第2回） 県 事務職員
地域の見守りネットワーク（消費者安全確保地域
協議会）の構築に関する講義や事例の紹介、グ
ループワーク形式での意見交換等

1

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス②

国セン 相談員
電力の小売全面自由化で何が変わるか
-契約トラブルへの対応を含めて-

11

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス③

国セン 相談員
電気通信事業法改正の概要
-相談現場で必要な知識を中心に-

11

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス④

国セン 相談員 光卸回線、光コラボレーションの仕組み 11

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス⑤

国セン 相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク
構築について
-改正消費者安全法を踏まえ-

11

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス⑦

国セン 相談員
多様な決済サービスの概要
-国際カード決済の仕組みを中心に-

11

27 堺市
D-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コー
ス⑩

国セン 相談員
高齢者向け住まいの種類と特徴
-有料両腎ホームとサービス付き高齢者向け住宅
を中心に-

11

28 神戸市 衣料品研究会 県 相談員
衣料品、クリーニングに関する苦情の妥当な解決
方法を検討する。

6

28 神戸市 工業品研究会 県 相談員
家電製品、日用家庭用品、雑貨品等工業品に関す
る苦情の妥当な解決方法を検討する。

6

28 神戸市 相談情報交換会 県 相談員
苦情相談全般について、情報交換し、類似の苦情
解決に均衡を失することのないよう調整を図る。

12

28 神戸市 事例検討会 県 相談員
新しい手口等の解決において、専門的知識を要す
るものについて、弁護士の助言を得る。

11
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28 神戸市
消費者行政担当者・消費生活相談員等研修【基
礎】

県 相談員
消費生活相談に係る基本的な知識を習得し、消費
者行政への理解を一層深める。

4

28 神戸市
消費者行政担当者・消費生活相談員等研修【専
門】

県 相談員
複雑・高度化する消費生活相談に迅速・円滑に対
応するため専門的知見を高め、相談処理能力のレ
ベルアップを図る。

14

28 神戸市 消費者苦情事例研究会 その他 相談員
各消費生活センターからの相談事例に対して専門
的な見地から検討を行い、相談解決に資する。

5

28 神戸市 平成28年度兵庫県多重債務者相談強化 県 相談員 多重債務問題の根本的な解決を支援する。 2

28 神戸市
京都府消費生活行政担当者・消費生活相談員等研
修

その他 相談員
消費生活相談員等を対象に各法の改正点について
対応力の向上を図る。

2

28 神戸市 近畿経済産業局スキルアップセミナー 国 相談員 消費者相談員のスキルアップを図る。 3

28 神戸市 公正取引委員会における消費者セミナー 国 相談員 独占禁止法や県品表示法について知識を深める。 1

28 神戸市 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員
これまでの相談現場で得た経験を踏まえ、知識や
技術のフォローアップを行う。

1

28 神戸市 消費生活相談員研修　専門･事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得・向上に資
する。

3

28 神戸市 近畿電気通信消費者支援連絡会 国 相談員
電気通信分野における消費者問題の状況及び対応
について知識を深める。

2

28 神戸市
民間賃貸受託の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修

その他 相談員
民間賃貸住宅に関する相談について、相談窓口担
当者の知識及び対応の向上を図る。

1

28 神戸市 平成28年度消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
管理職として消費者行政の推進に必要な知識の習
得に資する。

1

33 岡山市
消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座
基本コース

国セン 事務職員、相談員
消費者行政職員として、必要な知識・技法の習得
及び向上

2 2回×1人

33 岡山市 消費者庁所管法令執行担当者研修　初任者研修 国 事務職員
消費者の被害防止・救済を図るため専門的な知識
の習得

1

33 岡山市 消費者行政職員研修　職員講座　相談支援 国セン 事務職員 消費者相談に係る知識の習得 1

33 岡山市 親子教室・消費生活展での簡易実験講師養成講座 国セン 事務職員
親子向け教室や消費生活展での啓発のための技術
の習得

1

33 岡山市 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員
消費者行政職員の管理職として、必要な知識・技
法の習得及び向上

1

33 岡山市 割賦販売法（前払信用施策）研修 国 事務職員 割賦販売法（前払信用施策）に係る知識の習得 1

33 岡山市 製品安全研修 国 事務職員 製品安全４法に関する知識の習得 1

33 岡山市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員
消費者問題の解決に向けた、消費者行政職員の知
識・技法の習得及び向上

2 2回×1人

33 岡山市
消費生活サポーター研修　地域の見守りネット
ワーク推進のための講座

国セン 事務職員
消費者被害防止のためのネットワーク構築や体制
整備等の知識・技法の習得

2 2回×1人

33 岡山市 消費者行政職員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 国セン 事務職員
消費者相談実務を担当する行政職員として必要な
PIO-NETの登録や決裁に関する技法の習得

1

33 岡山市 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 事務職員
消費者教育コーディネーターとして必要な実践的
な知識の習得

1

33 岡山市 消費生活相談員研修専門講座　地域コース 国セン 事務職員、相談員
消費者相談を適切かつ迅速に解決するために必要
な専門知識及び相談処理技法の習得

4 4回×1人

33 岡山市 消費者行政職員研修　職員講座　広報・啓発 国セン 事務職員
消費者広報・啓発業務のための効果的な技法や情
報発信についての知識の習得

1

33 岡山市
消費生活相談員研修　専門・事例　決済手段をめ
ぐる消費者トラブル講座

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

1

33 岡山市 消費者行政職員講座　基礎コース 国セン 事務職員
消費者行政職員として、必要な知識・技法の習得
及び向上

1

33 岡山市 消費者教育に携わる講師養成講座　応用コース 国セン 事務職員
消費者教育に携わる消費者行政職員として、必要
な知識・技法の習得

1

33 岡山市
消費生活相談員研修　専門・事例講座　インター
ネット・スマートフォンの消費者トラブル・旅行
（OTA)

国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理技法の習得

1

33 岡山市 消費生活相談研修会 県 事務職員 消費生活相談体制の充実 2 1回×2人

33 岡山市 消費生活相談員等レベルアップ講座 県 事務職員、相談員
消費生活相談業務を適切かつ迅速に行うために必
要な技法及び能力の向上

8 1回×2人、2回×3人

34 広島市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得・向上

6

34 広島市 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び技法の習得・向上

5

34 広島市
消費生活相談員研修　消費生活相談カード作成セ
ミナー

国セン 事務職員、相談員
消費生活相談情報の充実を図るため、消費生活相
談情報のPIO-NET入力等についての講義及び演習

2

34 広島市 新任消費生活相談員研修 県 事務職員、相談員
県消費者行政、消費者契約に関する法律、相談事
例等について講義

2

34 広島市 消費生活相談員等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員
消費生活相談員等の相談対応スキルのレベルアッ
プを図るための研修会

61

年4回×各15名＝延60名
参加
年１回×１名＝１名参
加

40 北九州市
国民生活センター消費生活相談員研修、専門・事
例講座

国セン 相談員 消費生活相談員研修、専門・事例講座 22

40 北九州市 国民生活センター消費者行政職員研修 国セン 事務職員 管理職講座、職員講座（基礎コース） 6

40 北九州市 消費者行政職員・消費生活相談員等研修会 その他 相談員 特定商取引法・消費者契約法の改正のポイント 1

40 北九州市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員、相談員 割賦販売法改正のポイント他 3

40 北九州市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員 民間賃貸住宅に関する相談対応について 2

40 北九州市 福岡県消費生活相談員等レベルアップ研修 県 相談員 消費生活相談の専門・事例講座 23

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
消費生活相談員基礎講座（フォローアップコー
ス）

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）インターネッ
ト・スマートフォンの消費者トラブル・旅行
（OTA)

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）土地・住宅・高
齢者の住まいに関する消費者トラブル

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）金融・保険をめ
ぐる消費者トラブル

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）特商法関連の契
約トラブル

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）自動車（中古車
含む）・美容医療に関する消費者トラブル

1

40 福岡市 消費者教育推進のための研修 国セン 事務職員
消費者教育に携わる講師育成講座（応用コース）
小・中・高・大学生等対象

1
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40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）インターネッ
ト・スマートフォンの消費者トラブル・キャッ
シュレス決済

1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）商品の安全性と
食品表示

1

40 福岡市 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りネットワーク推進のための講座 1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 事務職員 専門講座地域コース大阪府 1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員
専門事例講座（２泊３日コース）決済手段をめぐ
る消費者トラブル

1

40 福岡市 消費者相談研修 国 事務職員
消費者関連法令の基礎知識や消費者相談業務に求
められるコミュニケーションのノウハウ等

1

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員 消費生活相談の基礎知識 2

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員 消費生活相談対応の概要 2

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員 相談マニュアルの事例をもとに相談対応 1

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員 最近の相談事例と相談対応 3

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 相談員 電気通信事業法の改正 8

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 インターネットトラブルの現状 8

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 心の病を持った方の相談対応 3

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 クレーム対応 3

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 相談員 集団的消費者被害回復制度 8

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 国民生活センターのADR 6

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 消費生活相談に必要な決済に関する知識 9

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 クリーニングの表示改正と事故賠償基準 9

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 民法と消費者契約法の知識 13

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 特定商取引法と割賦販売法の知識 9

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 相談員 消費者教育担い手育成研修【知識編】 6

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 相談員 消費者教育担い手育成研修【技能編】 5

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員、相談員 不動産取引と宅建業法 11

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 相談員 エステと美容医療の問題点 11

40 福岡市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談
対応研修会

その他 相談員 賃貸住宅の消費者トラブル 1

40 福岡市 公正競争規約説明会 その他 相談員 旅行業公正競争規約に関する説明会 1

40 福岡市 福岡県そんぽ消費者安心懇話会 その他 相談員 損害保険業の業界団体との意見交換会 1

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 事務職員、相談員 消費生活相談の役割と特徴 10

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 事務職員、相談員 電力の小売全面自由化で何が変わるか 10

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 電気通信事業法改正の概要 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 光卸回線，光コラボレーションの仕組み 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員
消費者被害防止のための見守りネットワーク構築
について

9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 越境消費者トラブルの概要とＣＣＪの活用方法 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 多様な決済サービスの概要 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 対応困難相談者の抱える心の問題への対応 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 消費者団体訴訟制度の概要 9

40 福岡市 Ｄ-ラーニング 国セン 相談員 高齢者向け住まいの種類と特徴 9

43 熊本市 消費者行政職員研修 県 事務職員 特定商取引法・消費者安全法概要と取組等の講義 2

43 熊本市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員
消費生活相談を適切かつ迅速に解決するために必
要な専門知識及び相談処理法の習得・向上の講座

7
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