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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 29年度） 

 



資料４．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29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

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（全道初任者研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク構成団体の
職員等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 1

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（全道専門研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク職員等

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

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（地域基礎研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク職員等

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 14

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（地域専門研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク職員等

消費生活相談処理に必要な専門的な知識等 弁護士 9

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（実務研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク構成団体の
職員等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 12

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（随時研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク職員等

市町村の希望に応じた内容 相談員、センター職員 6

01 北海道
地方消費者行政担い手育成事
業
（現地研修）

市町村において消費者行政に従事する
者や被害防止ネットワーク職員等

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 51

01 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

01 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

02 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

02 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
教育啓発課長　増田あけ
み
消費生活相談員　高田恵
美子

3

02 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　坂本久美子

1

02 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

民法改正について 礒　裕一郎　弁護士 1

02 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いたり、また国セン主催の研
修受講者による復命研修により、専門分野の知識
を深め、相談対応のレベルアップを図る

日本クレジット協会、青
森財務事務所、消費生活
相談員等

7

03 岩手県 小中学校消費者教育研修会 小中学校の主に社会科を担当する教員
消費者教育推進の背景と意義及び小中学校で留意
すべき事項、実践について研修を実施

大学教授・県職員 2
県教育委員会と共
同実施

03 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

03 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

03 岩手県
消費生活相談員スキルアップ
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

03 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

03 岩手県 食品表示担当者研修会 食品表示業務に従事している県職員 食品表示法、食品表示基準 県職員 4
県民くらしの安全
課

04 宮城県
第１回消費生活相談員等レベ
ルアップ研修会

市町村並びに県相談員，消費者行政担
当職員

「個人情報保護法の概要及び個人情報の取扱につ
いて」

県職員 1
宮城県市町村消費
生活相談員連絡協
議会と共同実施

04 宮城県
第２回消費生活相談員等レベ
ルアップ研修会

市町村並びに県相談員，消費者行政担
当職員

「適格消費者団体の概要と消費者市民ネットとう
ほくの活用方法」

県内弁護士 1
宮城県市町村消費
生活相談員連絡協
議会と共同実施

04 宮城県
第３回消費生活相談員等レベ
ルアップ研修会

市町村並びに県相談員，消費者行政担
当職員

「消費者教育講座の作り方」 県外事業者，国職員 1
宮城県市町村消費
生活相談員連絡協
議会と共同実施

04 宮城県
第４回消費生活相談員等レベ
ルアップ研修会

市町村並びに県相談員，消費者行政担
当職員

「生命保険の基礎知識と相談の多い事例につい
て」「特定商取引法の改正点とポイント」

県外事業者，国職員 1
宮城県市町村消費
生活相談員連絡協
議会と共同実施

04 宮城県
消費生活相談員等研修会（一
泊研修）

市町村並びに県相談員，消費者行政担
当職員

「相談対応のポイントと注意点」「民法改正のポ
イント―消費者契約法改正との関連にも
留意しながら―」「多重債務者対策を巡る現状」
「仮想通貨について」

県相談員,県外事業者,県
内大学教授，国職員・相
談員

1
宮城県市町村消費
生活相談員連絡協
議会と共同実施

05 秋田県 食品表示研修 県相談担当職員
新旧食品表示基準の違い。生鮮食品及び加工品の
表示方法。栄養成分表示の表示方法

県職員 1

05 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 中古自動車取引に関する消費者トラブル対応 外部専門家 1

05 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
消費者契約法・特商法・割賦販売法・資金決済法
の改正の概要とポイント

外部専門家 1
国民生活センター
と共同開催

06 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、弁護士 2
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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

06 山形県
市町村等消費生活相談担当職
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

特定商取引法に係る相談に関する研修を実施 東北経済産業局職員 2

06 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相談担当者、福祉
担当者、納税担当者、消費生活セン
ター消費生活相談員等

多重債務・生活困窮者への相談対応と生活再建に
向けた家計管理方法と聞き取り・助言のポイント
についての研修を実施

日本貸金業協会職員 1
財務省東北財務局
山形財務事務所と
共同実施

06 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 6

06 山形県
消費者教育推進担当職員研修
会

県・各市町村の消費生活相談員、消費
者行政担当職員、消費者教育推進員

外部講師による最近の消費者教育の取組・話題等
を交えての消費生活出前講座の組立方法及び工夫
についての講義と情報交換

公益財団法人消費者教育
支援センター

1

07 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

国担当射、相談員、県職
員
各分野の専門家

2
２回目は国センと
共催

07 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
消費生活相談に係る専門
家

4

08 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

08 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

08 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

08 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

09 栃木県
消費生活相談実務研修（消費
者行政担当者研修）

相談担当職員
消費者行政に関する基本的事項に関する研修を実
施

弁護士、県外相談員 1

09 栃木県
消費生活相談実務研修（ブ
ラッシュアップ研修）

県、市町相談員
消費生活相談に関する基本的な内容の学び直しに
よる知識の充実及び相談技法の向上を図るための
研修を実施

弁護士、公益財団法人の
専門家

5

09 栃木県
消費生活相談実務研修（国家
資格レベル取得講座）

県、市町相談員
国家資格試験合格者と同等の知識を取得するため
の通信教育及びスクーリングを実施

新聞社編集長、ＮＰＯ法
人理事

5

09 栃木県
消費生活相談実務研修（最新
事例講座）

県、市町相談員
最新の消費者問題に係る相談の処理等に関する研
修

ＮＰＯ法人理事 18

09 栃木県
消費生活相談実務研修（相談
事例法的研究講座）

県、市町相談員
相談事例を法的視点から掘り下げ、相談対応、助
言・あっせんの際の対応力

弁護士 6

09 栃木県
消費生活相談実務研修（専門
研修）

県、市町相談員
消費生活相談に必要な専門分野に関する研修を実
施

大学教授、大学准教授、
専門家

5

09 栃木県 メンタルケア研修 県、市町相談員及び相談担当職員
消費生活相談員のメンタルケアについて研修を実
施

専門家 2

09 栃木県 多重債務研修 県、市町相談員 多重債務相談対応についての研修を実施 専門家 1

09 栃木県
相談者の不当な要求に対する
対応研修

県、市町相談員及び相談担当職員
相談対応困難者からの不当な要求に対する対応方
法についての研修

警察署職員 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、大学教授、団体
職員等

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　精神疾患の理解と消費生活相談での対応
第２回　仮想通貨の概要について
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

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

市町村担当者及び相談員
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、弁護士等

4

12 千葉県
消費生活相談員等レベルアッ
プ研修

県・市町村担当者及び相談員

・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

2

≪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
個人情報保護法の概要と改正
内容

県・市町村担当者及び相談員
個人情報保護法の概要と改正内容に関する研修を
実施

個人情報保護委員会事務
局

1

12 千葉県
消費者行政担当職員・消費生
活相談員向け研修会

県・市町村担当者及び相談員
景品表示法における問題のある表示に関する研修
を実施

大学教授 1
国セン講師派遣事
業

12 千葉県
自然災害と損害保険、個人賠
償保険について

県担当者及び相談員
自然災害と損害保険、個人賠償保険に関する研修
を実施

日本損害保険協会 1

12 千葉県 障害者差別解消法について 県担当者及び相談員 障害者差別解消法に関する研修会を実施 県職員 1

12 千葉県 国民生活センターADRの説明会 県・市町村担当者及び相談員 国民生活センターADRに関する研修会を実施 国民生活センター職員 1

12 千葉県 情報・意見交換会 県担当者及び相談員 LPガスに関する研修を実施 千葉県LPガス協会 1
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12 千葉県 消費者事件　歴史の証言 県担当者及び相談員 消費者の権利確立までの歴史に関する研修を実施 団体職員 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

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 9

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 消費生活専門研修 県市町相談員及び相談担当職員等 海外事業者との対応（最新事例について）
独立行政法人国民生活セ
ンター　枝窪　歩夢

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等
資金決済法の改正ポイント（仮想通貨の法的規制
について）

財務省関東財務局理財部
金融監督第６課　課長、
調査官

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等 旅行契約の消費者トラブルについて
一般社団法人日本旅行業
協会
高林　しおり

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等 オンラインゲームの現状と課金トラブルについて

一般社団法人日本オンラ
インゲーム協会カスタ
マーサポートワーキング
グループ員

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等
法律家からみた消費生活相談者の不当・過剰な要
求への対応方法

弁護士　横山　雅文 2

14 神奈川県
県市町相談員及び相談担当職
員等

県市町相談員及び相談担当職員等
「健康食品」類を考える～「健康食品」類は健康
に寄与できるのか～

群馬大学教授　高橋　久
仁子

2

14 神奈川県
県市町相談員及び相談担当職
員等

県市町相談員及び相談担当職員等
新しい食品表示制度において消費生活相談員とし
て気を付けたいポイント

一般社団法人FOOD
COMMUNICATION COMPASS代
表
森田　満樹

2

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 判断能力不十分者の聴取法
公益社団法人全国相談員
協会　吉松恵子氏

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 賃貸アパートの原状回復費用
一般財団法人不動産適正
取引推進機構　村川隆生

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 民法改正
神奈川大学
教授　鈴木　義仁

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 改正資金決済法について解説
一般社団法人資金決済業
協会　長谷川恭男

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 光卸回線、モバイルデータ通信の相談事例
公益社団法人全国相談員
協会　西村真由美

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 特商法改正 村千鶴子　弁護士 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
インターネットトラブル
（電子商取引の事例と対処法）

ひかり総合法律事務所
弁護士　髙木篤夫

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 ＪＡＲＯでの審査概況と事例
(公社)日本広告審査機構
吉田巌

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 中古車買取トラブルにおける相談対応
一般社団法人　日本自動
車購入協会　事務局長
宗像　源信

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 お墓の契約トラブルにおける相談対応 長谷川 正浩　弁護士 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 インターネット契約のトラブル
一般社団法人　ＥＣネッ
トワーク　理事　原田
由里

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
液石法省令等の改正及び取引適正化ガイドライン
について

資源エネルギー庁資源・
燃料部石油流通課企画係
長（液化石油ガス担当）

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 消費者契約法 弁護士　池本　誠司 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
自動車製造物責任相談センターの概要と車両品質
に関する相談への必要知識

公益財団法人自動車製造
物責任相談センター　常
務理事・事務局長　髙畑
敬信

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 心に問題を抱えた方への相談対応

湘南精神保健福祉士事務
所
精神保健福祉士　長見
英知

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
高齢者・障害者等に配慮した相談対応と地域の社
会福祉協議会との連携について

社会福祉法人　伊勢原市
社会福祉協議会局長補佐
和田百合

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
高齢者や高齢者等を見守る立場の方向け講座のポ
イント

公益社団法人 全国消費生
活相談員協会 　鈴木 春
代

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
住まいるダイヤルの住宅相談と紛争処理の状況に
ついて

公益財団法人住宅リ
フォーム・紛争処理支援
センター　消費者支援課
長

2
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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 日本貸金業協会の活動状況

日本貸金業協会　貸金業
相談・紛争解決センター
センター長、相談受付課
長、苦情兼紛争受付課長

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

具体的な債務整理の方法や福祉部門等との連携に
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

相談窓口で出来る多重債務相談対応
生活再建に向けた支援と機関連携
～家計ワークシートを活用して～

生活クラブ生活協同組合 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

心に問題を抱える相談者とのコミュニケーション
（ギャンブル依存症・自殺）

湘南精神保健福祉士事務
所
精神保健福祉士　長見
英知

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

家計管理方法と窓口での聴き方・伝え方
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

「多重債務ほっとライン」から始まる任意整理と
家計カウンセリング

公益財団法人日本クレ
ジットカウンセリング協
会　アドバイザーカウン
セラー　岩附淳子

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

生活困窮者自立支援対策について 県生活援護課　職員 1

14 神奈川県
生活再建支援相談（出張支援
相談事業）

秦野市職員 多重債務問題の現状と課題について 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の手段に
ついて

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
横浜市社会福祉協議会

「基礎編：相談を受ける際の心構えや相手の受け
止め方」「応用編：精神疾患を中心とした困難事
例への向き合い方」等

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）

川崎市職員 多重債務問題の現状 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

消費生活相談における聴き取り

（公社）全国消費生活相
談員協会　消費生活専門
相談員
吉松惠子

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

消費生活相談情報カード作成と活用 消費生活課職員 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

対応困難相談者への消費生活相談対応

（公社）全国消費生活相
談員協会　消費生活専門
相談員
吉松惠子

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

多重債務相談～消費生活相談窓口と生活困窮者自
立支援制度との連携について～

株式会社C＆Yカウンセリ
ングスクエア
照井　芳裕

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

電気通信事業法における消費者保護ルールについ
て

（一社）
テレコムサービス協会
企画部長　明神　浩

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

仮想通貨取引の概要とトラブル事例について
消費者決済研究所
代表　長谷川　恭男

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

特定商取引法検討ゼミ
明治学院大学法学部
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

スマートフォン決済など多様化する決済手段をめ
ぐるトラブルについて

（一社）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
東京経済大学現代法学部
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
消費生活相談に必要な民法・消費者契約法の基礎
知識

東京経済大学現代法学部
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 消費生活相談に必要な特定商取引法の知識（１）
東京経済大学現代法学部
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 消費生活相談に必要な特定商取引法の知識（２）
東京経済大学現代法学部
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 消費生活相談に必要な割賦販売法の知識
東京経済大学現代法学部
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 消費生活行政と相談窓口の役割
東京経済大学現代法学部
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 消費者行政の現状と課題 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
改正個人情報保護法を含む個人情報保護制度の概
要について

個人情報保護委員会事務
局
職員

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
消費者事故等の通知に係る具体的事案の取扱いに
ついて

消費者庁消費者安全課職
員

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 旅行業者をめぐるトラブルの現状と旅行業法
（一社）日本旅行業協会
消費者相談室　高林　し
おり

1

167



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

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
東京経済大学現代法学部
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 民法改正のポイントについて
東京経済大学現代法学部
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 美容医療の現状とトラブルについて 弁護士　中野　和子 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
新たな消費者団体訴訟制度について～特定適格消
費者団体の活動と役割～

特定適格消費者団体　消
費者機構日本（COJ）
専務理事　磯部　浩一

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
弁護士会との連携について～悪質サイト被害対策
弁護団の活動について～

弁護士　小野　仁司 1

15 新潟県 県内消生活相談員ゼミナール 県・市町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

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 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
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

県外講師 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４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

越境消費者センターの取組と相談対応について研
修を実施

国民生活センター相談情
報部

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 1

16 富山県
第１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

特定継続的役務提供について事例検討を行う研修
を実施

中部経済産業局消費生活
相談員

1
中部経済産業局と
合同実施

17 石川県
市町消費生活相談員スキル
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実践的研修を
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
市町消費生活相談担当者研修
（実務研修）

市町相談員及び相談担当職員 相談の実務、ＰＩＯ－ＮＥＴ操作 県職員・相談員 4

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

18 福井県 相談事例研究会
消費生活相談員及び消費生活相談担当
行政職員

消費生活相談員が受けた相談事例について、多角
的な検討を行う

弁護士 12

18 福井県 スキルアップ研修会
消費生活相談員及び消費生活相談担当
行政職員

相談解決のために必要な知識
電気通信、宅建法改正、ネットトラブル等

弁護士、国職員等 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

外部講師等 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

2
公益社団法人全国
消費生活相談員協
会に委託

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

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

・国士舘大学法学部教授
　山口康夫
・県職員

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（実践コース）

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

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、専門知識を習
得する研修を実施

・ECネットﾜｰｸ　原田由里
・弁護士　村千鶴子
他

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
見識の向上を目的に統一のテーマを選定し５圏域
で実施。

・弁護士　小谷　馨 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（消費者教育担い手コー
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　中川　壮一

2
（株）東海アド
エージェンシーへ
委託

21 岐阜県
消費生活相談員資格取得支援
講座

国家資格を取得し働く意欲のある者及
び資格を有していない市町村等の相談
員

消費生活相談員の国家資格を取得するために必要
な知識を習得する講座を開催

・弁護士　田邊　正紀
他

21

（株）東京リーガ
ルマインド　大阪
法人事業本部へ委
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
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22 静岡県
特定商取引法執行担当者研修
会

県不当取引指導員、県不当取引担当職
員、市町消費者行政担当職員、市町消
費生活相談員、警察署担当職員

相談事例の検討、相談対応における注意点等に関
する研修を実施

弁護士、大学准教授、司
法書士

3

22 静岡県 地域別研修会 県・市町の担当者、相談員
消費生活相談に係る基礎知識、インターネットト
ラブル、決済方法等

学識者、国職員その他専
門機関講師

9
県民生活センター
で実施

22 静岡県
消費生活相談員のためのスト
レス対策講座

県・市町の担当者、相談員。消費者団
体

相談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

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

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・市町村の消費生活相談員
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
消費生活相談員等キャリア
アップ研修

県・市町村の消費生活相談員・行政職
員等

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 12

23 愛知県 消費者教育専門分野チーム 県相談員
消費生活相談員が出前講座の講師を担当するに当
たって必要な知識・スキルの習得を図るために実
施

相談員・民間講師 4 なし

24 三重県 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
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研修会 市町相談員及び相談担当職員
多重債務の相談の現状と任意整理について研修を
実施

公益財団法人日本クレ
ジットカウンセリング協
会

1

25 滋賀県 レベルアップ研修 県・市町の担当職員、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 6
11/16分は国民生
活センター講師派
遣事業を利用

25 滋賀県 相談事例研修 県・市町の担当職員、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

25 滋賀県 情報商材事例検討会 県・市町の担当職員、消費生活相談員 県内の情報商材相談事例を検討する 弁護士 1

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

・法律・技術の両側面から見る住宅の消費者問題
・建築士が語る「住宅・ここだけの話」

弁護士、建築士 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

・ネット取引における消費者問題について
・多様化する決済サービスと消費生活相談

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 現状と課題
・インターネット広告の基礎

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

平成２８年改正消費者契約法・特定商取引法の解
説

弁護士 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

消費生活関連の判例と民法改正について 弁護士 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

愚痴愚痴と愚痴を言う人との付き合い方 臨床心理士 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

愛媛県の相談体制強化の取り組み
誰も教えてくれない相談員の知識

県職員（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

インターネットと消費者被害　－京都弁護士会消
費者保護委員会情報通信部会開設－

弁護士 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

オンラインゲームにおける消費者問題について 民間職員（府外） 1

27 大阪府 府内市町村相談員総括者研修 府及び市町村相談員、行政職員
市町村の総括的立場にある相談員を対象に専門的
で高度な研修を実施

弁護士、大学教授等 22

27 大阪府
中核的センター機能充実強化
研修

府相談員等
中核的センターとして積極的かつ効果的な市町村
支援の実施のための研修を実施

弁護士、大学教授等 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

28 兵庫県 相談情報交換会
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 消費生活相談事例学習会
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
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
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
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）

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）

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
消費者行政担当者・消費生活
相談員等研修（専門）（但馬
会場）

市町相談員及び相談担当職員
・発達障害者への理解を深める
・精神障害者に対する支援

一般社団法人理事、精神
保健福祉士

2
但馬地域消費者問
題連絡会議と共同
実施

28 兵庫県 消費生活相談員事例検討会 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 8

28 兵庫県 苦情研究会（法律） 市町相談員及び相談担当職員
消費生活相談の解決に向け、弁護士や学識経験者
等の専門家に助言を仰ぐ研究会を実施

弁護士 6

28 兵庫県
高齢者・障害者の消費生活被
害防止研修会

市町相談員及び相談担当職員
高齢者・障害者の消費トラブルの現状や見守りの
ポイントについての研修を実施

弁護士 2

28 兵庫県 市町消費者行政担当職員研修 市町消費者行政担当職員
・エシカル消費について　・高齢者の消費者被害
防止に向けて　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 市町相談員
・損害保険の概要・改正特商法の概要とポイン
ト・成年後見制度の活用について　ほか

弁護士、専門家 4
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28 兵庫県 巡回相談 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

28 兵庫県 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 契約の無効・取消・解除と消契法の改正について
神戸さきがけ法律事務所
上田　孝治

1

28 兵庫県 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 資金決済業の概要と相談事例について
一般社団法人日本資金決
済業協会
柏木　さやか

1

28 兵庫県 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 契約の解消と民法・消費者契約法の改正について
神戸さきがけ法律事務所
上田　孝治

1

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

大学准教授 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

近畿財務局相談員 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、弁護士

3
奈良県消費生活相
談員連絡会と共同
実施

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等
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

2

30 和歌山県 消費生活相談OJT 市町村消費生活相談員等 消費生活相談員等の相談対応能力の向上
県消費生活センター相談
員

7
10日間の研修を7
名に実施

31 鳥取県
市町村消費者行政担当職員等
連絡会

市町村消費者行政担当職員
・消費者行政の概要及び鳥取県の消費者施策につ
いて
・消費生活相談の基礎知識

県職員・消費生活相談員 1

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 16

32 島根県 地域見守りネットワーク研修
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

2

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
民事調停制度の説明と模擬調停を実施

県職員・民事調停協会調
停委員

1

33 岡山県 消費生活相談員初任者研修
市町村消費生活相談員及び消費者行政
担当職員

消費生活相談の役割と基本対応 外部講師 1

33 岡山県 PIO-NET研修
市町村消費生活相談員及び消費者行政
担当職員

PIO－NETの基本操作と入力方法 外部講師 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

不動産に関する消費者問題の解決について・イン
ターネット取引におけるトラブルと相談対応のポ
イント・事例研修と改正のポイント

弁護士・外部講師 3

33 岡山県 景品表示法研修会
市町村消費行政担当職員及び消費生活
相談員

景品表示法の概要について 消費者庁職員・県職員 1

34 広島県 消費者教育担当者研修
市町の消費者教育を担当する行政職
員，消費生活相談員

地域における消費者教育の意義，またはその推進
において有効な手法や実践例を学ぶ

公益財団法人消費者教育
支援センター

1

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
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 4

34 広島県 消費生活相談技術高度化研修 県及び市町相談員
消費生活相談業務の手続き・技法について対応プ
ロセスを標準化する研修を実施

外部講師 1

34 広島県 消費生活相談員等研修 県及び市町相談員
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・県相談員、弁護
士

4

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 金融商品、ブランド品に係る相談対応など
県相談員・消費者庁等、
弁護士

3

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 特商法、サイバー犯罪についてなど 県職員、県警察 1

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 2

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 全国消費生活相談員協会 2

35 山口県 消費者問題の基礎知識 県市町の担当者、相談員 消費者問題の基礎知識 消費者力開発協会 2

36 徳島県 徳島県金融・金銭教育協議会 教員、県職員等
金融教育・消費者教育に取り組む教員の実践事例
発表等

県内教員、県職員、ファ
イナンシャルプランナー

1
徳島県金融広報委
員会との共催

36 徳島県 消費者くらし安全局研修会 県職員
消費者政策と法をめぐる考え方やその課題につい
て外部講師を招き学ぶ。

県外大学教授 1

36 徳島県 トップセミナー 県職員
消費者庁から講師を招き、景品表示法等の消費者
関連法令を学ぶ。

消費者庁職員 1

36 徳島県 人権研修 県職員
フェアトレード等エシカル消費推進の視点から見
た人権問題について学ぶ

県外大学教授 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・割賦販売法に関わる事例検討

弁護士　篠原健、瀧誠司 2

36 徳島県
消費者教育次世代リーダー育
成事業

学生
消費者教育に携わる実践的な指導力をつけた教員
の育成を目的とした出前事業

研修生　坂田　雅也 10
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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）、模擬試
験、論文対策、面接対策

１　NACS　樋口　容子
２　NACS　村上　章子
３　NACS　前川　史子
４　行政書士　福田　愛
夫
５　行政書士　福田　愛
夫
６　NACS　糸島　節子
７　龍谷大学社会科学研
究所　小谷　浩之
８　龍谷大学社会科学研
究所　小谷　浩之
９　大阪樟蔭女子大学
鈴木　光子
１０　NACS　勝田　由紀
子
１１　行政書士　福田
愛夫
１２　NACS　小川　浩
一，糸島　節子

12

37 香川県
市町消費者行政担当者等研修
会

市町消費者行政担当者及び消費生活相
談窓口担当者

国の動向、香川県の消費者行政に関する説明を行
うとともに、注意すべき消費生活相談事例及び高
齢者の特殊詐欺被害防止事例を紹介

県職員 3

37 香川県 消費生活相談員等研修会 相談員、市町消費生活相談窓口担当者 香川県弁護士会との事例研究
香川県弁護士会消費者問
題対策委員会所属弁護士

1

37 香川県 消費生活相談員等研修会 相談員、市町消費生活相談窓口担当者 個人信用情報に関する研修会 （一社）全国銀行協会他 1

37 香川県 消費生活相談員等研修会 相談員、市町消費生活相談窓口担当者 新しい洗濯表示に関する研修会

日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント・
相談員協会西日本支部四
国部会副代表

1

37 香川県
消費生活コーディネーター養
成講座

相談員、市町消費生活相談窓口担当
者、各市町消費者団体等

消費生活コーディネーターの必要性と求められる
役割等に関する講座

消費者教育支援センター
職員

1

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 消費者相談人材養成研修
県及び市町の相談窓口担当職員・相談
員等

消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講
座を実施

委託団体 12

38 愛媛県
消費生活相談員等フォロー
アップ研修

県及び市町の相談窓口担当職員・相談
員等

相談業務に必要な法律知識等について研修を実施 総務省、愛媛県 1

38 愛媛県
小中学生向け消費者教育教材
に係る指導者向け研修会

県及び市町の消費者啓発実践者（相談
員及び行政職員）

県が作成した教材を使った講座の組み立て方、模
擬講座の実施

文科省、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）

16

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

40 福岡県 消費者教育人材育成研修
市町村・県の消費生活相談員及び行政
職員、地域包括支援センター職員

消費者教育に関する基本的な知識、効果的な技法
や伝え方についての講義

消費生活相談員など 1

40 福岡県
消費者安全確保地域協議会設
置促進研修

市町村消費者行政担当、福祉部門担
当、消費生活相談員

消費者安全確保地域協議会の設置促進
消費生活専門相談員
（社会福祉士）

4

41 佐賀県
平成29年度第1回消費者合成担
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
「消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法（改
正を中心に）」

弁護士 1

41 佐賀県
平成29年度第2回消費者合成担
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
「法テラスの業務と利用方法」
「国民生活センター紛争解決委員会の業務と利用
の仕方」

法テラスさが職員
国民生活センター紛争解
決委員会事務局職員

1

41 佐賀県
平成29年度第3･4回消費者合成
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
「事例検討」
「消費生活相談に必要な制度や法律の最新情報を
学ぶ」

国民生活センター　統括
主任相談員　吉松恵子氏

1

41 佐賀県
平成29年度第5回消費者合成担
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
「佐賀県の消費者教育の取り組み」
「地域で消費者教育に取り組むための実践力を高
める」

佐賀県くらしの安全安心
課職員、岡山県消費者教
育コーディネーター　矢
吹香月氏

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、国立
健康・栄養研究所、県相
談員

7
NPO法人、消費生
活相談員の会と共
同実施（１回）

42 長崎県
消費生活相談員資格取得支援
講座

市町相談員、一般 消費生活相談員資格取得のための研修を実施
弁護士、大学教授、塾講
師

1

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

3

43 熊本県 消費生活相談員連絡会議 県・市町村相談員
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。

県職員・相談員、専門相
談アドバイザー、県外弁
護士

1

43 熊本県 改正特商法セミナー 県・市町村相談員及び行政職員 改正特商法施行前に改正内容等について研修実施 県外弁護士 1

43 熊本県 弁護士会との勉強会 県・市町村相談員及び消費者行政職員
相談員と弁護士が事例について相互に意見を述
べ、事例について研修するとともに、相互理解を
促進する。

県内弁護士 4
県弁護士会消費者
問題対策委員会と
共同実施

44 大分県 指定消費生活相談員養成研修 市町村相談員及び相談担当職員
消費者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
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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 11

44 大分県 消費生活関係法令等習得講習 一般県民
消費生活に係る関係法令知識の習得及び消費生活
相談員資格取得を支援する講座の実施

弁護士 12

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

45 宮崎県
消費生活相談員研修（資格取
得支援）

県・市町村の消費生活相談員及び消費
生活啓発員

消費生活相談員資格試験の合格に必要とされる専
門知識等について、専門家による講座を実施

弁護士 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，ＮＰ
Ｏ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相談窓口の機能強化
を目的に実施（テーマ：消費生活相談窓口におけ
る対応方法について）

NPO法人消費者センター沖
縄

1

01 札幌市 相談員レベルアップ研修 相談員
国民生活センター等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

研修の受講者 6

01 札幌市
消費生活相談員研修（専門講
座地域コース）

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・向上を図
る

国民生活センターで選定
した講師

1
国民生活センター
及び北海道との共
催

04 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
任意整理、民事再生、破産について及び、多重債
務の相談事例と対応について

弁護士 1

04 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

04 仙台市 消費生活相談員研修会 相談員、行政職員 改正保険業法について
公益財団法人　生命保険
文化センター職員

1

04 仙台市 消費生活相談員研修会 相談員、行政職員 決済サービスの概要について コンサルタント 1

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
弁護士、個人情報保護委
員会、電気通信サービス
向上推進協議会 等

4

12 千葉市 消費者教育担当課職員研修会
消費者教育（環境・食育等を含む）に
関する事業を実施している関係課職員

①第3次千葉市消費生活基本計画について②担当
事業と消費者教育の推進

市職員、（公財）消費者
教育支援センター総括主
任研究員中川壮一

1

12 千葉市 ＡＤＲ研修 消費生活相談員
①ＡＤＲ制度の概要紹介②相談からＡＤＲへつな
げるための申請書作成支援③実際に取り扱われた
資料を交えた事例研究

国セン職員 1

12 千葉市
ビットコイン等の仮想通貨の
現状と問題点

消費生活相談員
①資金決済法や仮想通貨の概要について②仮想通
貨の譲渡の実演、実際に寄せられている相談事例
の解説

外部講師 1

14 横浜市 専門知識研修 相談員、職員 相談に関する法理等の専門的な知識の習得
業界団体の専門家・弁護
士等

11

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

14 横浜市 接遇研修 相談員 専門家の専門的な接遇知識の習得 業界団体の専門家 1

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

内部の担当者 4

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
神奈川県弁護士会
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 電子商取引における最近の決済手段の仕組み 山本国際コンサルタンツ 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 改正個人情報保護法 高芝利仁弁護士 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 認知症サポーター養成講座
相模原市キャラバンメイ
ト連絡会

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 国民生活センターＡＤＲ研修会
国民生活センター紛争解
決委員会事務局

1
近隣市の相談員の
受講を可とした。

15 新潟市
美容医療の消費者トラブル研
修

県市消費生活相談員
美容医療の消費者トラブルに関する最新情報，国
民生活センターでの相談対応状況についての解
説，意見交換を実施

国民生活センター相談員 1

15 新潟市
消費者教育に関する庁内研修
会

市職員
消費者教育推進の重要性，消費者教育のイメージ
マップの解説及び担当事業の評価方法について研
修を実施

消費者教育支援センター
研究員

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 12

15 新潟市
消費者被害の防止に係る講演
会

事務職員・相談員・消費者団体関係者
消費者被害の未然防止のためセンターが果たすべ
き役割と法曹関係者との連携について学ぶ講演会
を実施

弁護士 1
新潟県弁護士会と
共催

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

NITEの業務及び製品事故相談を受ける際の注意点
について

製品評価技術基盤機構職
員（NITE）

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

あんしん建物相談室「ミーナ葵」の概要説明
静岡県建築住宅まちづく
りセンター職員

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

相談員が過去に参加した研修の情報共有 消費生活相談員 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

相談事例研修会 弁護士 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

障害者の方への相談対応について 社会福祉法人職員 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

栄養成分表示について・食品表示について 市職員 1
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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

消費者契約法・特定商取引法の改正について 弁護士 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相談員及び
相談担当職員

消費者教育に活かすアクティブラーニング 大学准教授 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 29年度で終了。

27 大阪市 事例研究会 相談員・相談担当職員
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
「電気通信事業法」「消費者契約法」「割賦販売
法」「民法」等のテーマについて研修を実施

弁護士 12

27 堺市
顧問弁護士による相談事例検
討会

消費生活相談員
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

顧問弁護士 3

27 堺市
消費者教育担当教員に対する
研修会

市立小学校の担当教員
授業における消費者教育の実施のため、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を
実施

消費生活相談員 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 相談員及び職員 相談事例の解決方法 弁護士 4
１回は熊本県との
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29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

01 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

01 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－キャッシュレス決済を
中心に－ 1

01 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

01 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 美容医療関連の消費者トラブル 1

01 北海道 消費者行政職員研修講座 国セン 事務職員 相談の支援と体制整備 1

01 北海道
消費生活相談員研修　専門講座地域コース

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル　旅行・引越し・宅配便
等を中心に 2

01 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした契約トラブル 1

01 北海道
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
乗物に関する商品知識と契約トラブル－自転車・中古車等
を中心に－ 1

01 北海道 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 1

01 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

01 北海道
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） 国 事務職員

景品表示法等に係る執行に関しての初任者研修
1

01 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 2

01 北海道
新たな加工食品の原料原産地表示制度に係る都道府県等担
当者研修 国 事務職員

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する講義
1

01 北海道
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

景品表示法に係る執行に関しての専門研修
1

01 北海道
割賦販売法（前払信用施策）研修

国 事務職員
割賦販売法や各種関連法令の知識の習得を図るための研修

1

01 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
2

01 北海道 債務相談対応に係る研修会 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 2

01 北海道
債務相談スキルアップ研修会

国 事務職員
生活困窮者に対する自立支援のための家計管理、債務整理
のポイント 2

01 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 多重債務問題への消費生活相談対応 1

01 北海道 統合型リゾート道民セミナー 県 事務職員 有効なギャンブル等依存症対策 1

01 北海道
モニタリング実務研修（金融会社コース）

国 事務職員
貸金業法、信用情報、貸金業界の自主規制ルール、貸金業
者の検査についての講義 1

02 青森県
平成29年度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

02 青森県
平成29年度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
特定商取引法等関係法令に基づく法執行事務に必要な専門
研修 1 本課１名

02 青森県 平成29年度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（基本コース） 1

02 青森県 平成29年度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） 1

02 青森県
平成29年度消費生活相談員研修　専門講座地域コース

国セン 相談員
消費生活相談に必要な最近の制度・法改正

1

02 青森県
平成29年度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・スマートフォンに関わる消費者トラブル

1

02 青森県
平成29年度消費生活相談員研修　専門講座地域コース

国セン 相談員
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

1

02 青森県
平成29年度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わる消費者トラブル

2

02 青森県 平成29年度消費生活相談員研修　PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET2015の実務にすぐに役立つ講義・実習 1

02 青森県 平成29年度消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 乗物に関する商品知識と契約トラブル 2

02 青森県
平成29年度　消費者教育推進のための研修

国セン 事務職員、相談員
消費者教育に携わる講師養成講座　高校生・大学生・新社
会人等対象 2

02 青森県
平成29年度　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養成講座　幼児・小学校低学年・
保護者対象 1

02 青森県 改正特定商取引法に関する説明会 国 相談員 改正特定商取引法に関する説明 2

02 青森県
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

民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修
会 1

02 青森県
Ｄ－ラーニング①

国セン 相談員
消費者行政・消費生活相談に携わるうえでの心構え・知っ
ておきたい基礎知識 5

02 青森県 Ｄ－ラーニング② 国セン 相談員 近年の消費者に関連する法律改正の概要とポイント 5

02 青森県 Ｄ－ラーニング③ 国セン 相談員 消費者契約法・平成28年度改正の概要とポイント 5

02 青森県 Ｄ－ラーニング④ 国セン 相談員 特定商取引法・平成28年度改正の概要とポイント 5

02 青森県 Ｄ－ラーニング⑤ 国セン 相談員 割賦販売法・平成28年度改正の概要とポイント 5

02 青森県
Ｄ－ラーニング⑥

国セン 相談員
改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの対応

5

02 青森県
Ｄ－ラーニング⑦

国セン 相談員
多様化するキャッシュレス決済－新しいサービス・複雑で
わかりにくいサービスの仕組みを理解する－ 5

02 青森県
Ｄ－ラーニング⑧

国セン 相談員
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策は割賦販
売法改正でどう変わるか 5

02 青森県

Ｄ－ラーニング⑨

国セン 相談員

ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式
運営ガイドライン及びネットワークゲームの概要について 5

02 青森県
Ｄ－ラーニング⑩

国セン 相談員
対応困難相談者への相談対応と、相談員としての心構え

5

02 青森県 Ｄ－ラーニング⑪ 国セン 相談員 旅行をめぐる消費者トラブルの現状 5

02 青森県 Ｄ－ラーニング⑫ 国セン 相談員 賃貸住宅トラブルの相談に必要な実務の基礎知識 5

02 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
相談対応の実務

2 本課2名

02 青森県
青森県消費生活相談員人材バンク登録者研修会

県 事務職員、相談員
民法改正について

7 本課3名

02 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

6

02 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

9 本課2名

02 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

8 本課1名

02 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
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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

02 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

9 本課2名

02 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

8 本課2名

02 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

7 本課1名

02 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

9 本課2名

02 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

8 本課2名

02 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

8 本課2名

02 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1名

02 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

5

02 青森県 消費生活相談員研修 県 相談員 PIO-NETカード記載ルール説明会 6

02 青森県
消費生活相談員研修

県 事務職員、相談員
インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル
復命研修 7

02 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～相談事例から考
える～ 8 本課1名

02 青森県
消費生活相談員研修

県 事務職員、相談員
改正特商法・改正消契法・その他

6

02 青森県
消費生活相談員研修

県 事務職員、相談員
相談事例から学ぶクレジットの知識

6 本課1名

02 青森県 消費生活相談員研修 県 相談員 「乗物に関する商品知識と契約トラブル」復命研修 4

02 青森県
消費生活相談員研修

県 事務職員、相談員
「金融マニュアル活用法」「賃貸借関係トラブル相談対
応」復命研修 5

02 青森県 平成29年度消費生活相談員資格試験対策講座① 県 相談員 試験対策講座（論文対策その１） 1

02 青森県
平成30年度消費生活相談員資格試験対策講座②

県 事務職員、相談員
試験対策講座（論文対策その２）

2

02 青森県 平成31年度消費生活相談員資格試験対策講座③ 県 相談員 過去問の解答と解説 1

03 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

03 岩手県

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

03 岩手県

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

03 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

03 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

18

03 岩手県
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、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・向上に資するための講義 2

03 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 2

03 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）

114

03 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して活動するために必要となる講師と
しての心得や話し方のポイント等、基礎知識や実践的手法
を総合的に学ぶ。

2

03 岩手県
商品テスト企画会議　技術・評価研究会

国セン 商品テスト職員
商品テストの効率化及び問題等について検討・情報交換を
行う。 1

03 岩手県
子ども向け教室・消費生活展での簡易実験のための講座

国セン 商品テスト職員
子ども向け教室や消費生活展での簡易実験の手法を習得す
る。 1

03 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

38

03 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

72

03 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 59

03 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 2

（一財）日本消費者
協会

03 岩手県
皮革に関する講習会

その他 商品テスト職員
皮革製品の構造の基礎、取り扱い方法、事故事例等を学
ぶ。 1

NPO法人日本皮革技
術協会

03 岩手県
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
民間賃貸住宅にかかるトラブル相談対応についての講座

1 (株)社会空間研究所

03 岩手県 割賦販売法研修 国 事務職員 前払式割賦販売に係る担当職員研修 1 経済産業省

03 岩手県 食品表示監視協議会法令研修会 国 事務職員 不適正な食品表示への対応に係る研修 1 東北農政局

03 岩手県
消費者教育フェスタin柏

国 事務職員
消費者教育に係る授業公開や基調講演、パネルディスカッ
ション 3 文部科学省

03 岩手県

全国消費者フォーラム

国セン 事務職員、相談員

消費者市民社会の実現のため、消費者、事業者、教育関係
者、行政関係者等が活動等の成果を報告・討論する。 2

03 岩手県 消費者教育推進フォーラムin北海道 国 事務職員 消費者教育や啓発活動の実践報告 1 文部科学省

03 岩手県
新たな加工食品の原料原産地表示制度に係る都道府県等担
当者研修会 国 事務職員

新たな加工食品の原料原産地表示制度についての説明
2

04 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 個人情報保護法の概要及び個人情報の取扱について 5

04 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
適格消費者団体の概要と消費者市民ネットとうほくの活用
方法 5

04 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 消費者教育講座の作り」 10

04 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
「生命保険の基礎知識と相談の多い事例について」「特定
商取引法の改正点とポイント」 6

04 宮城県 消費生活相談員等研修会（一泊研修） 県 相談員 ・相談対応のポイントと注意点　ほか 11
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04 宮城県
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動向や施策のポイント等を学
ぶ。 4

04 宮城県

職員講座（基礎コース）

国セン 事務職員

消費者問題の歴史、法律知識、消費者教育推進の必要性並
びに他部署・他機関との連携のあり方等について基本的な
知識を学ぶ。

3

04 宮城県 職員講座（情報の発信とリスク管理）【新】 国セン 事務職員 情報の発信とリスク管理 1

04 宮城県
ＰＩＯ-ＮＥＴセミナー

国セン 相談員
消費生活相談情報充実の充実のため，ＰＩＯ－ＮＥＴ入力
等について学ぶ 4

04 宮城県
ＰＩＯ-ＮＥＴデータ活用セミナー【新】

国セン 事務職員
ＰＩＯ-ＮＥＴデータの活用方法について実習を交えて学
ぶ 1

04 宮城県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
「通信販売等の電子取引・キャッシュレス決済に関する相
談に必要な法律知識」について弁護士の講義等 1

04 宮城県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
「特定商取引法関連の契約トラブル」に関する事例を基に
弁護士の講義等 3

04 宮城県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難者への消費生活相談対応 1

04 宮城県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
「美容医療の契約に係る相談に必要な法律知識」等弁護
士、厚生労働省職員等による講義 1

04 宮城県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
情報通信関連トラブル（インターネット通販を中心に）

2

04 宮城県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融保険商品に関わる消費者トラブル 1

04 宮城県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブルー旅行・引っ越し・宅配
便等を中心にー」 1

04 宮城県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 1

04 宮城県 消費者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

04 宮城県
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上で必要不可欠な基礎知識、技法
等を学ぶ。 1

04 宮城県
消費生活相談員基礎講座（実務コース）

国セン 相談員
基本コースで得た知識を相談実務において活かすための技
法や法の当てはめ方を学ぶ。 1

04 宮城県
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

04 宮城県 消費生活相談員基礎講座（基本コース） 国セン 相談員 消費生活相談員の基礎を学ぶ講座 7

04 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（相談者の心理的背景の理解、福祉や司法へ
の連携） 1

04 宮城県 専門・事例講座（１泊２日コース） 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブルほか 1

04 宮城県 専門・事例講座（１泊２日コース） 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正ほか 3

04 宮城県 専門・事例講座（１泊２日コース） 国セン 相談員 食品の安全・表示，子どもの事故防止ほか 1

04 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・スマートフォンに関わる消費者トラブル
－情報通信の仕組みを中心に－ 3

04 宮城県
専門・事例講座（２泊３日コース）

国セン 相談員
消費生活相談に必要な商品安全に関する知識－食品の安
全・表示、子どもの事故防止を中心に 2

04 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 金融・保険に関わる消費者トラブル 1

04 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 特商法取引法を中心にした契約トラブル 2

04 宮城県 専門・事例講座（２泊３日コース） 国セン 相談員 住宅賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 2

04 宮城県
専門・事例講座（２泊３日コース）

国セン 相談員
情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－

2

04 宮城県
専門・事例講座（２泊３日コース）

国セン 相談員
乗物に関する商品知識と契約トラブル－自転車・中古自動
車等を中心に－【新】 1

04 宮城県
専門・事例講座（２泊３日コース）

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル－旅行・引越し・宅配便
等を中心に－【新】 1

04 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
インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル

9

04 宮城県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 事務職員
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）小・
中学生対象 1

04 宮城県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）小・
中学生対象 3

04 宮城県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
特別支援学級等に在籍する者を対象とした場合

1

04 宮城県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
高齢者・高齢者等を見守る民生委員等対象

3

04 宮城県 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 国セン 事務職員 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 1

04 宮城県 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 国セン 相談員 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 1

04 宮城県
消費生活相談アドバイザー弁護士制度事例検討・情報交換
会 県 相談員

事例を基にした弁護士の講義
1

04 宮城県 消費生活相談員研修 県 相談員 相談対応のポイントと注意点ほか 1

04 宮城県
高等学校消費者教育担当教員等消費生活講座

県 相談員
若年層の消費者被害に係る最近の諸問題や高等学校ににお
ける消費者教育の実践的な指導方法に関する講義 2

04 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回消費者行政・消費生活相談に携わる上での心構え・
知っておきたい基礎知識 11

04 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回近年の消費者に関連する法律改正の概要とポイント

12

04 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回消費者契約法・平成28 年改正の概要とポイント

10

04 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　特定商取引法，平成２８年度改正の概要とポイン
トほか 8

04 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回割賦販売法・平成28 年度改正の概要とポイント

6

04 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回改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの
対応 11

04 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回多様化するキャッシュレス決済－新しいサービス・
複雑でわかりにくいサービスの仕組みを理解する－ 11

04 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回クレジットカード取引におけるセキュリティ対策は
割賦販売法改正でどう変わるか 6

04 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　ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム
提供方式運営ガイドライン及びネットワークゲームの概要
について

8

04 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回対応困難相談者への相談対応と、相談員としての心
構え 7

04 宮城県 国民生活センターDラーニング 国セン 相談員 第11回旅行をめぐる消費者トラブルの現状 6

04 宮城県
国民生活センターDラーニング

国セン 相談員
第12回　賃貸住宅トラブルの相談に必要な実務の基礎知識

9
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04 宮城県
宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会研修会　ほか

その他 相談員
高齢者の住まいの種類とトラブルほか

10

04 宮城県
県内行政機関と仙台弁護士会・宮城県司法書士会との研修
会　ほか その他 相談員

弁護士会からの相談事例を基にグループワーク　ほか
3

04 宮城県
民間賃貸住宅の賃貸借トラブル相談対応研修会（国土交通
省）　ほか 国 相談員

民間賃貸住宅の賃貸借トラブル相談対応　ほか
2

04 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、相談員
特商法や景表法等の執行担当者向け基礎研修

2

04 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、相談員

特商法や景表法等の執行担当者向け各種調査等に係る実技
研修 2

04 宮城県
平成29年度第1回景品表示法ブロック会議

国 事務職員
景表法の執行担当者向け基礎研修及び東北ブロック担当者
の情報交換 1

04 宮城県
平成29年度第2回景品表示法ブロック会議

国 事務職員
景表法の執行担当者向け基礎研修及び東北ブロック担当者
の情報交換 1

05 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

05 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

05 秋田県

第2回景品表示法ブロック会議

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

05 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

05 秋田県
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する研修会

国 事務職員
食品表示基準の一部改正のポイント。新たな原料原産地表
示制度に関するＱ＆Ａ。 1

05 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、製品安全、美容医療、金融保険、ネット通販

10

05 秋田県 全国相談員協会東北支部研修 その他 相談員 仮想通貨と決裁 3

05 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 3

05 秋田県 消費者市民ネットとうほく講演会 その他 相談員 食品表示制度の現状と今後の課題 2

06 山形県
消費者行政職員研修　管理職講座

国セン 事務職員
消費者行政部門の管理職として業務上必要となる法律・制
度の基礎知識等の講義 1

06 山形県
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
消費者行政部門に着任間もない行政職員に対する業務上必
要となる法律・制度の基礎知識等の講義 2

06 山形県
消費者行政職員　PIO-NETデータ活用セミナー

国セン 事務職員
PIO-NETデータでの決裁・登録の流れや、登録の意義、
データのチェックポイント等の講義 1

06 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・スマートフォンに関わる消費者トラブル
－情報通信の仕組みを中心に－ 1

06 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

06 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題への消費生活相談対応 2

06 山形県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 1

06 山形県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
高校生・大学生・新社会人等対象

1

06 山形県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
幼児から小学校低学年・保護者対象

2

06 山形県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
特別支援学級等に在籍する者対象

1

06 山形県
消費者教育コーディネーター育成講座

国セン 事務職員
消費生活教育コーディネータに求められる役割等、各地で
の取り組み事例等 2

06 山形県

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

①特定商取引法の執行実務に必要な専門知識
②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関する制度概要一般

1

06 山形県
消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修）

国 事務職員
①特定商取引法の執行実務に必要な専門知識
②景品表示法の執行実務に必要な専門知識 1

06 山形県

消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員

電子商取引・情報通信の知識と相談対応
不動産契約トラブルの最新事情と相談対応
ウイルスセキュリティのトラブルに関する相談知識

1
主催：一般財団法人
日本消費者協会

06 山形県 高齢者関連の消費者トラブル 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 1

06 山形県 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 3

06 山形県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談員研修　基礎講座 1

06 山形県 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 国セン 相談員 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 1

07 福島県
消費者行政職員研修

国セン 事務職員
消費者行政の推進に必要な知識の習得（管理職講座）、
PIO-NETのデータ活用について 2

07 福島県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談の基礎知識及び相談処理技法の習得 1

07 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 2

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 商品安全に関する知識 1

07 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・保険の基礎、金融・保険商品に関わる消費者トラブ
ル 2

07 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

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした消費者トラブル 1

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 乗り物に関する商品知識と契約トラブル 1

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 1

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 情報通信関連トラブル 1

07 福島県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル（旅行・引越し・宅配便
等） 1

07 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

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題への消費生活相談対応 1

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への消費生活相談対応 1

07 福島県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 1

07 福島県

専門講座地域コース

国セン 相談員

情報通信サービス・電子商取引に関する法律の基礎知識、
オンラインゲームの仕組み等、インターネット通販の決済
の仕組み等

3 福島県と共催

07 福島県
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 事務職員、相談員
総合、小・中学生対象、高校生・大学生・新社会人対象、
特別支援学級対象、高齢者・民生委員対象 5

07 福島県

全国消費者フォーラム

国セン 事務職員、相談員

学校における消費者教育の取組み、消費者被害防止のため
の見守り等の取組み、安全・安心な暮らしのための多様な
取組み

3

07 福島県

Ｄラーニング

国セン 事務職員、相談員

消費生活相談の心構え、各種法改正、キャッシュレス決
済、ネットワークゲーム、対応困難者、旅行、建物賃貸借
契約

12
相談員11名、食品相
談員1名
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07 福島県
消費者相談研修

国 相談員
消費者行政に関係する法の基礎、インターネットを介した
消費者の取引、製品安全法 1 経産省研修

07 福島県
消費者相談研修

国 相談員
改正割賦販売法の解説、改正特定商取引法の解説、消費者
関連法令に基づく解説 1 経産省研修

07 福島県
地方公共団体職員等研修

国 相談員
食品関連

1
農林水産省安全技術
センター

07 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、相談対応の基本、社会資源の活
用、精神疾患の理解と対応 1

07 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

その他 相談員
賃貸借契約のトラブル相談対応

1

08 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 4

参加者には事業者指
導専門員を含む

08 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 4

参加者には事業者指
導専門員を含む

08 茨城県
製品安全研修

国 事務職員
家庭用品品質表示法と消費生活用製品安全法等の執行に関
する専門知識や実践力を身に付けるための研修 1

08 茨城県
割賦販売法（前払信用施策）研修

国 事務職員
割賦販売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

08 茨城県
食品表示に関する講座

その他
事務職員、商品テ

スト職員

食品表示法における加工食品の原料原産地表示制度に関す
る講座 2

08 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） 122

08 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 2

08 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

08 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

08 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

08 茨城県
製品安全業務報告会

国 商品テスト職員
商品テストに関する業務報告

1

08 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 1

08 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 3

08 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

08 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員 消費生活相談の基礎知識・実務の習得 2

08 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員 金融，保険商品トラブルに関する知識・実務の習得 1

08 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 2

08 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

08 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 1

08 茨城県 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に関する知識・実務の習得 1

08 茨城県 消費生活相談員研修　専門事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な制度・法改正の習得 1 事務嘱託

08 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 17

08 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

08 茨城県
特定商取引法説明会

その他 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

2

08 茨城県 加工食品表示制度説明会 その他 相談員 加工食品の表示に関する知識・実務の習得 1

08 茨城県 多重債務相談研修会 その他 相談員 多重債務者商談に関する知識・実務の習得 1

08 茨城県 公正競争規約説明会 その他 相談員 公正取引に関する知識，実務の習得 1

09 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 9

09 栃木県
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 相談員
高校生・大学生・新社会人等対象の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 2

09 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 1

09 栃木県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 消費者行政に関する基礎的な知識の習得 1

09 栃木県
消費者庁所管法令執行担当者研修（割賦販売法研修）

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

09 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

09 栃木県 農林水産消費安全技術センター主催研修 国 事務職員 農林水産物の消費安全に関する知識の習得 1

09 栃木県
市町消費生活相談支援の実務を担当する消費者行政担当職
員研修 国セン 事務職員

消費者行政に関する基礎的な知識の習得
1

09 栃木県 製品安全研修 国 事務職員 製品安全に関する知識の習得 1

09 栃木県 商品テスト企画会議及び商品テスト技術研究会 国セン 事務職員 商品テストの技術向上のための研修会 1

09 栃木県 消費者庁関係法令実務研修 国 事務職員 消費者庁所管法令執行に必要な知識の習得 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

1

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

2

10 群馬県
北関東三県商品テスト連絡会議

県 商品テスト職員
商品テストに係る研修・検討会

1 研修と見なす

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
習得する研修 1

10 群馬県 市町村支援事業実務担当者会議 国セン 事務職員 市町村消費生活相談支援の実務についての研修 1

10 群馬県
消費者相談研修（基礎）

国 事務職員
消費者関連法令・制度等についての基礎知識を習得する研
修 1

10 群馬県
Ｄ－ラーニング聴講研修

国セン 相談員
消費者契約法・特定商取引法の改正の概要とポイントにつ
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わる消費者トラブル
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 美容医療関連の消費者トラブルについての講義 1
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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
特定商取引法を中心とした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 多重債務問題への消費生活相談対応についての講義 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
住宅の賃貸・売買契約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 情報通信関連トラブルについての講義 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・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 1

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
力を身に着けるための講義 3

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着け
るための講義 3

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 3

11 埼玉県
景品表示法第1回ブロック会議（初任者研修・執行担当者研
修） 国 事務職員

景品表示法の執行に関する専門知識や実践力を身に付ける
ための講義 1

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 4

11 埼玉県
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
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 30

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　精神疾患の理解と消費生活相談での対応
第２回　仮想通貨の概要について
研修を実施

30

11 埼玉県
法令研修会

県 事務職員、相談員
「多様化する決済システム」auWALLTの仕組みトラブルと
解決 30

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） 217

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 15

（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

11 埼玉県
消費者行政担当職員研修（新任）

県 事務職員、相談員
消費者行政に関する基礎的な知識について研修を実施

3

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 その他 事務職員、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 14

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

28

12 千葉県
市町村消費者行政担当職員及び消費生活相談員研修会

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

24

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 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 2

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 4 11/28、12/1開催

13 東京都 割賦販売法（後払信用施策）研修 国 事務職員 割賦販売法に係る研修 1 6/19開催

13 東京都
地方行政職員研修

国セン 事務職員・相談員
PIO－NETデータの基本的ルール、情報登録のポイント等の
講義 70

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 1

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 4
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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 4

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 4

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 4

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正1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・スマートフォンに関わる消費者トラブル
-情報通信の仕組みを中心に-1回目 2

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
消費生活相談に必要な商品安全に関する知識-食品の安
全・表示・子供の事故防止を中心に-1回目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

13 東京都
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-キャッシュレス決済を
中心に-1回目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品に関わる消費者トラブル1回目 1

13 東京都
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-キャッシュレス決済を
中心に-2回目 1

13 東京都
PIO-NETセミナー

国セン 相談員
PIO-NETセミナー(PIO-NET2015の実務にすぐに役立つ講
義・実習)2回目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 美容医療関係の消費者トラブル2回目 1

13 東京都
専門・事例講座

国セン 事務職員、相談員
消費生活相談に必要な商品安全に関する知識-食品の安
全・表示・子供の事故防止を中心に-2回目 2

13 東京都
PIO-NETセミナー

国セン 事務職員、相談員
PIO-NETデータ活用セミナー1回目

2

13 東京都
PIO-NETセミナー

国セン 事務職員
PIO-NETデータ活用セミナー(PIO-NET2015の検索・決裁の
ポイント)2回目 3

13 東京都
PIO-NETセミナー

国セン 相談員
PIO-NETセミナー(PIO-NET2015の実務にすぐに役立つ講
義・実習)3回目 1

13 東京都 専門・事例講座 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回目 1

13 東京都
専門・事例講座

国セン
相談員、商品テス

ト職員

乗り物に関する商品知識と契約トラブル-自転車・中古車
等を中心に-1回目 3

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
情報通信関連トラブル-インターネット通販を中心に-1回
目 1

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
情報通信関連トラブル-インターネット通販を中心に-2回
目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした契約トラブル2回目 1

13 東京都 専門・事例講座 国セン 事務職員 対応困難相談者への消費生活相談対応1回目 1

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
情報通信関連トラブル-インターネット通販を中心に-3回
目 1

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル-旅行・引っ越し・宅配
便等を中心に-1回目 1

13 東京都
消費生活相談員基礎講座

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回目

2

13 東京都
消費生活相談員基礎講座

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)2回目

1

13 東京都
専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル-旅行・引っ越し・宅配
便等を中心に-2回目 2

13 東京都 Dラーニング 国セン 相談員 割賦販売法・平成28年度改正の概要とポイント 3

13 東京都 Dラーニング 国セン 相談員 特定商取引法・平成28年度改正の概要とポイント 3

13 東京都 Dラーニング 国セン 相談員 ネットワークゲーム等の概要 3

13 東京都
Dラーニング

国セン 相談員
改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの対応

2

13 東京都 Dラーニング 国セン 相談員 多様化するキャッシュレス決済 1

14 神奈川県 平成29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29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29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
4

14 神奈川県
平成29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

2

14 神奈川県 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 消費生活相談員基礎講座（基本コース） 6

14 神奈川県 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費生活行政職員研修　管理職講座 1

14 神奈川県
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
PIO-NETセミナー

9

14 神奈川県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高校生・大学生・社会人等対象 1

14 神奈川県 消費者相談業務研修 国 事務職員 消費者相談業務研修 1

14 神奈川県 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 消費生活行政職員研修　職員講座（基礎コース） 2

14 神奈川県 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 4

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品に関わる消費者トラブル 2

14 神奈川県 消費者行政職員研修　PIO-NETデータ活用セミナー 国セン 事務職員 PIO-NETデータ活用セミナー 1

14 神奈川県
消費生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座（実務コー
ス） 国セン 相談員

消費生活相談員基礎講座（実務コース）
2

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 消費生活相談員・行政職員等研修講座① 1

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした契約トラブル 1

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 乗物に関する商品知識と契約トラブル 1

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 1

14 神奈川県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高齢者・高齢者等を見守る民生委員等対象 1

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 標準約款に関する消費者トラブル 2

14 神奈川県
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

消費生活相談員基礎講座（フォローアップコース）
2

14 神奈川県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 対応困難相談者への消費生活相談対応 1

14 神奈川県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 事務職員
インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル

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 消費生活相談員・行政職員等研修講座② 1

15 新潟県 消費者行政職員研修 国セン 事務職員 PIO=NETのデータ活用、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 2

15 新潟県
地方公共団体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

1
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15 新潟県
消費者庁所管法令執行担当研修

国セン 事務職員
消費者庁所管法令の執行に十時するための基本知識など

1

15 新潟県 製品安全研修 国 事務職員 製品安全に関する知識を基礎的・体系的に理解する 1

15 新潟県 法令執行担当者研修 国セン 事務職員 景品表示法に関する理解を深める 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
特定商取引法の執行実務に必要な専門研修

1

16 富山県 管理職講座 国セン 事務職員 行政職員研修 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 4

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 4

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 1

16 富山県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門） 国 相談員 特定商取引法の執行実務に必要な知識 1

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
管理職講座

国セン 事務職員
消費者行政の動向・施策のポイント、法律・制度の基礎知
識、消費者教育等を和高めるための連携 1 相模原

17 石川県
職員講座（基礎編）②

国セン 事務職員
主に新任職員を対象に、消費者行政に係る基礎的な内容を
広く学ぶ 1 相模原

17 石川県
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 事務職員
特別支援学級等に在籍する者を相談者とした際の対応を学
ぶ 1 相模原

17 石川県
ＰＩＯ－ＮＥＴ活用セミナー

国セン 事務職員
ＰＩＯ－ＮＥＴデータの集計・検索方法や活用方法につい
ての講義、実習 1 相模原

17 石川県

消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員

制度・法改正、インターネット等のトラブル、金融・保険
の基礎知識、消費者教育講師養成講座、賃貸・売買契約に
関するトラブル

8 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

消費生活相談に必要な最近の制度・法改正、金融マニュア
ル及び仮想通貨に関する説明、高齢者関連トラブル 12

長野、大阪、京都、
石川

17 石川県

消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員

電子商取引・情報通信の知識、不動産トラブル、ウイルス
セキュリティトラブル、食品表示、金融商品トラブル、美
容医療トラブル

2 東京都

17 石川県
Ｄ－ラーニング

国セン 事務職員、相談員
消費者契約法・特定商取引法改正・割賦販売法の概要とポ
イント 8

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 3 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 3 相模原

17 石川県
平成２９年度第１回景品表示法ブロック会議（執行担当者
研修） 国 事務職員

景品表示法の執行に関する実務研修
1 名古屋

17 石川県 平成２９年度割賦販売法研修（前払信用施策） 国 事務職員 割賦販売法の概要と実務についての講義 1 東京都

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
消費者安全法・特定商取引法・景品表示法・健康増進法・
食品表示法・家庭用品品質表示法の講義 2

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 景品表示法の執務実行に必要な専門知識の習得等 1

18 福井県 PIO-NETデータ活用セミナー 国セン 事務職員 PIO-NRデータの活用操作について 1

18 福井県 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 国セン 相談員 消費者教育に携わる講師養成講座（総合） 1

18 福井県 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 消費者行政職員　職員講座 国セン 事務職員 基礎コース 1

18 福井県 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NTセミナー 1

18 福井県 専門・事例講座 国セン 相談員 美容医療関連の消費者トラブル 1

18 福井県
専門・事例講座

国セン 相談員
乗物に関する商品知識と契約トラベル―自転車・中古車等
を中心に― 1

18 福井県 専門・事例講座 国セン 相談員 対応困難相談者への消費生活相談対応 1

18 福井県 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、法改正希望 2 愛知1　大阪1

18 福井県 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 1 石川

18 福井県
地方公共団体職員等研修

国 商品テスト職員
食品表示基準に基づく食品表示について他

1

18 福井県 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 事務職員 電子決済、金融トラブル他 1

18 福井県 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー 国 相談員 特商法、割販法の最新情報 1

18 福井県 消費生活相談員資格取得支援講座 県 相談員 国家資格取得に必要な知識等 9

18 福井県
スキルアップ研修会

県 事務職員、相談員
相談解決のために必要な知識
電気通信、宅建法改正、ネットトラブル等 10

18 福井県
相談事例研究会

県 事務職員、相談員
消費生活相談員が受けた相談事例について、多角的な検討
を行う 10

19 山梨県

平成29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に関する講義 2

19 山梨県
平成29年度都道府県等食品表示担当者研修

国 事務職員
食品表示に基づく、食品表示基準、品質事項に関する講義

1

19 山梨県
平成29年度地方公共団体職員等研修

その他 事務職員
新たな原料原産地表示制度、しょうゆの商品知識と品質特
性に関する講義 1

19 山梨県

平成29年度製品安全研修

国 事務職員

製品安全関連四法（消費生活用製品安全法、電気用品安全
法、ガス事業法、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）に係る基本的な考え方及び執行業務を
適正に行うための専門知識に関する講義

1

19 山梨県
新たな加工食品の原料原産地表示制度に係る都道府県等担
当者研修 国 事務職員

新たな原料原産地表示制度についての講義
1

19 山梨県
平成29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に関する講義 1

19 山梨県

消費生活相談員研修　専門・事例講座（消費生活相談に必
要な最近の制度・法改正-２回目） 国セン 相談員

最近改正された主な法令や制度の解説等を中心に、相談事
例など交えながら相談現場に直結する情報や知識を習得す
る。

1

19 山梨県

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

地域における消費者被害の防止・救済を図るため、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

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

消費者行政部門の管理職として、着任間もない時期に消費
者行政の動向や施策のポイント、業務上必要となる法律・
制度の基礎知識等を学ぶ。

1
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19 山梨県

消費生活相談員研修　専門・事例講座（消費生活相談に必
要な金融・保険の基礎知識） 国セン 相談員

金融・保険商品に関する基礎的な知識や、相談対応に必要
となる法律知識、消費者保護ルールについて学ぶ。 1

19 山梨県
平成29年度第1回景品ブロック会議

国 事務職員
景品表示法の概要、景品表示法違反事件処理業務、公正競
争規約、事例研修等 1

19 山梨県
消費者教育に携わる講師養成講座　小中学生対象

国セン 事務職員
小中学生向けの消費者教育講座の実施に必要な知識や技法
の向上を図る。 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

消費者問題の歴史、業務上最低限知っておきたい法律知
識、消費者教育推進の必要性など、基本的な知識の習得。 1

19 山梨県
消費生活相談員研修　専門・事例講座（美容医療関連の消
費者トラブル） 国セン 相談員

美容医療関連の相談に対する基礎知識や契約トラブルの解
決に必要な法律知識、聴き取りのポイントを学ぶ 1

19 山梨県

消費生活相談員研修　専門・事例講座　決算手段をめぐる
消費者トラブル 国セン 相談員

多様化・複雑化する決済手段の仕組み、ルール等基本的な
内容を押さえた上で、新しいサービス・複雑でわかりにく
いサービス、関係する法律等について学ぶ

1

19 山梨県

消費者行政職員研修　職員講座（情報の発信とリスク管
理） 国セン 事務職員

消費生活関連情報を効果的に発信するための話し方、書き
方のノウハウを取得、情報発信におけるリスク管理につい
て学ぶ

1

19 山梨県
消費生活相談員研修　PIO-NETセミナー

国セン 相談員
消費生活相談情報のＰＩＯ－ＮＥＴ入力等について講義及
び演習を通じその知識・技法等を学ぶ 1

19 山梨県

消費者行政職員研修　PIO-NETデータ活用セミナー

国セン 事務職員

ＰＩＯ－ＮＥＴデータの集計・検索方法のほか、情報提供
や注意喚起等へのデータの活用について実習を交えて学ぶ 1

19 山梨県

市町村支援事業　実務担当者会議

国セン 事務職員

都道府県が行う市町村支援事業全体の充実を図るために、
積極的な取り組みを行っている自治体の事例紹介などを通
じて情報交換を行う

1

19 山梨県

教員を対象にした消費者教育講座

国セン 事務職員

効果的な指導方法について、講義、実践報告等を通じて習
得し、ワークショップで今後の授業で利用できる学習指導
案や教材の作成を行う

1

19 山梨県

消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 相談員

若者がトラブルを未然に防ぎ、対処できる消費者となり、
社会に参画していくための講座作りのポイントについて学
ぶ

1

19 山梨県

消費者行政職員研修　職員講座（相談の支援と体制整備）

国セン 事務職員

消費生活相談員・行政職員それぞれの役割、対応困難相談
者への二次対応、円滑な相談業運運営のための体制整備等
について学ぶ

1

19 山梨県
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の基本を学びます。 1

19 山梨県

消費生活相談員研修　専門・事例講座　決算手段をめぐる
消費者トラブル 国セン 相談員

多様化・複雑化する決済手段の仕組み、ルール等基本的な
内容を押さえた上で、新しいサービス・複雑でわかりにく
いサービス、関係する法律等について学ぶ

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

消費者問題の歴史、業務上最低限知っておきたい法律知
識、消費者教育推進の必要性など、基本的な知識の習得。 1

19 山梨県

乗物に関する商品知識と契約トラブル

国セン 相談員

危害・危険のトラブルが多い自転車、個体差があるため契
約トラブルになりやすい中古自動車関連の相談に対する必
要な法律知識を習得。

1

19 山梨県

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

消費者安全法上の消費者安全確保地域協議会の設置、体制
整備、継続運営のための課題やノウハウ等実務的な内容に
ついて、先進事例の紹介、情報交換などから学ぶ 1

19 山梨県
特定商取引法を中心とした契約トラブル

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基礎
知識及び相談処理技法の基本を学びます。 1

19 山梨県

多重債務問題への消費生活相談対応

国セン 相談員

多重債務問題の解決のために相談者の心理的背景を理解
し、消費生活相談から福祉や司法への連携について学ぶ。 1

19 山梨県

情報通信関連トラブル

国セン 相談員

相談件数が多いインターネット通販を中心に、多様な決済
手段を利用した取引について、トラブルの解決に必要な法
律知識や決済手段の仕組みを学ぶ。

1

19 山梨県

消費生活相談員・行政職員等研修講座

国セン 相談員

○電子商取引・情報通信の知識と相談対応
○不動産契約トラブルの最新事例と相談対応
○ウイルスセキュリティのトラブルに関する相談知識

1

19 山梨県
特定商取引法を中心とした契約トラブル

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基礎
知識及び相談処理技法の基本を学びます。 1

19 山梨県

情報通信関連トラブル

国セン 相談員

インターネット通販を中心に、多様な決済手段を利用した
取引について、トラブルの解決に必要な法律知識や決済手
段の仕組みを学ぶ

1

19 山梨県
特定商取引法を中心とした契約トラブル

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基礎
知識及び相談処理技法の基本を学びます。 1

19 山梨県

インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル

国セン 相談員

情報通信に関する新しいサービスについての情報や様々な
相談対応に必要な法律知識、相談対応の技法を習得 1

19 山梨県

標準約款に関する消費者トラブル

国セン 相談員

約款に関するトラブルに対して、適切な解決の道筋を描く
ことができるよう、消費生活相談の現場で生かすことがで
きる関係法律・制度に関する知識や消費生活相談のノウハ
ウを習得

1

19 山梨県

消費生活相談員・行政職員等研修講座

国セン 相談員

○電子決済における難事例の紹介と解決への考え方
○食品表示制度の最新情報と今後の課題
○金融商品トラブルへの対応とこれからの課題
○美容医療トラブルの現状と相談対応

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

10

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

消費生活相談に必要な最近の制度・法改正、決済手段をめ
ぐるトラブル、高齢者関連のトラブルへの対応など 16

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
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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。

2

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。

1

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 4

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

17

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。 3

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ＰＩＯ－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

20 長野県
ＰＩＯ－ＮＥＴデータ活用セミナー

国セン 事務職員
PIO-NET2015の入力等について講義及び演習を通じてその
知識・技法等を学ぶ。 2

20 長野県

消費生活相談員基礎講座

国セン 事務職員

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
を目的として、消費者被害救済や未然防止のための制度や
連携の在り方など消費生活相談員としてステップアップす
るための知識やノウハウを学ぶ。

5

20 長野県
消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員
消費生活相談業務に必要な法改正・制度　具体的な相談事
例についての検討、説明 2

20 長野県
多重債務研修会

国 相談員
多重債務相談に活かすカウンセリング術、相談の実務　他

1

20 長野県
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に係る相談対
応について 2

20 長野県
消費者行政職員研修講座
（情報発信とリスク管理） 国セン 事務職員

消費生活関連情報の効果的な発信や、ＳＮＳを利用した情
報発信におけるリスク管理を学習 1

20 長野県
国民生活センターADR研修会

県 事務職員、相談員
国民生活センターADRの概要について

10

20 長野県
個人信用情報に関する消費者懇談会（学習会）

県 事務職員、相談員
信用情報に関する説明と相談対応にあたっての参考事例の
説明 7

20 長野県
簡易裁判所に関する学習会

県 事務職員、相談員
簡易裁判所の具体的な手続きの方法について

12

20 長野県
消費者行政職員研修
職員講座（管理職） 国セン 事務職員

消費生活に係る国や地方概況、相談体制等、大枠を修得す
る 2

21 岐阜県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 1

21 岐阜県
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取得に資す
る 1

21 岐阜県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

21 岐阜県

職員講座

国セン 事務職員

消費者問題の歴史、業務上知っておきたい法律津式、消費
者教育推進の必要性等、行飛車行政職員が知っておきたい
基礎知識

1

21 岐阜県
職員講座

国セン 事務職員
相談の支援と体制整備、消費生活相談員への効果的なバッ
クアップの在り方等 1

21 岐阜県
行政職員PIO-NET活用セミナー

国セン 事務職員
PIO-NETの決裁、登録の流れ、集計・検索方法、留意事項
等を学ぶ 1

21 岐阜県
消費生活相談員研修　専門講座　地域コース

国セン 相談員
消費生活相談に必要な最近の制度・法改正精度・法改正

2

21 岐阜県
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 相談員
消費者講座講師として活動するために必要となる心得や話
し方のポイント等を学ぶ 1

21 岐阜県
多重債務相談研修

国 事務職員、相談員
多重債務問題を踏まえた家計管理について

2

21 岐阜県
消費生活相談員研修講座

その他 相談員
電子商取引。情報通信の知識、不動産契約トラブル、ウイ
ルスセキュリティのトラブルに関する基礎知識 1

21 岐阜県
消費生活相談員専門講座地域コース

国セン 相談員
特定商取引法、民法、改正消費者契約法の概要とポイント

1

21 岐阜県

消費生活相談員研修　専門事例講座

国セン 相談員

住宅に関する法律や建築構造の基礎知識、賃貸・売買・リ
フォーム等に関わるトラブルの実態を踏まえた専門知識 1

21 岐阜県 スキルアップ研修 国 相談員 改正消費者契約法について 1

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

民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルへの相談対応
を学ぶ 1

21 岐阜県 スキルアップ講座 国 相談員 改正特定商取引法について 1

21 岐阜県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 対応困難相談者への消費生活相談対応 1

21 岐阜県 多重債務相談研修 国 事務職員 知的障害者に向けた家計管理支援 1

21 岐阜県
消費生活相談員研修講座

その他 相談員
電子決済における難事例、食品表示制度、金融商品、美容
医療トラブルについて 2

21 岐阜県
レベルアップ研修初任者コース

県 相談員
消費生活相談を行う上で知っておきたい法律・基礎知識

1

21 岐阜県
レベルアップ研修消費者教育担い手コース

県 事務職員、相談員
消費者教育を行う上での基礎知識・演習

1

21 岐阜県
地方公共団体職員等研修

国 相談員
消費者に対する職員や肥料・資料等に関する情報を適切に
提供できるよう支援 1

21 岐阜県 レベルアップ研修実践コース 県 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

21 岐阜県
レベルアップ研修実践コース

県 相談員
決裁手段をめぐる消費者トラブルと相談のポイント、割賦
販売法で義務付けられるセキュリティ対策 2

21 岐阜県
レベルアップ研修実践コース

県 相談員
高齢者の契約の問題点、高齢者からの相談の聴き取りポイ
ント 2

22 静岡県
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、相談員
特定商取引法、消費者安全法、景品表示法、食品表示法、
家庭用品品質表示法に関する研修 8

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 2

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 5

22 静岡県
消費者行政職員研修
PIO-NETデータ活用セミナー 国 事務職員

PIO-NET2015の検索、決裁のポイント
1

22 静岡県 改正特商法説明会 国 相談員 改正特商法 2

22 静岡県 東海電気通信消費者支援連絡会 国 相談員 電気通信事業法 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 国セン 事務職員 情報管理 1
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22 静岡県 消費者教育コーディネーター育成講座 国セン 事務職員 コーディネーターの役割、活動 1

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

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、乗物に関する商品知識と契約トラブル、住宅の賃貸・
売買契約、情報通信関連トラブル

4

22 静岡県
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 相談員
高校生・大学生・新社会人等対象、特別支援学校等在籍者
対象 2

22 静岡県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 基礎コース 2

22 静岡県
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
実務にすぐに役立つ講義・実習

3

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
特商法執行担当者連絡会

県 事務職員、相談員
事業者指導

10

22 静岡県 景品表示法研修会 県 事務職員 景品表示法 5

22 静岡県 食品表示担当者研修会 県 事務職員 食品表示法 3

22 静岡県 教員向け消費者教育講座 県 事務職員 消費者教育 1

22 静岡県 公益通報者保護制度研修会 県 事務職員 公益通報者保護法 2

22 静岡県
消費生活相談員のためのストレス対策講座

県 事務職員、相談員
対応困難者への応対

4

22 静岡県 住宅相談窓口担当者等講習会 県 相談員 宅建法、住宅賃貸トラブル 1

22 静岡県
東海・北陸ブロック相談事例研究会

県 事務職員、相談員
事例検討

5

22 静岡県
消費者教育推進中部連絡会担い手養成講座

県 事務職員、相談員
消費者教育（スマホの使い方）における講師としての技術
習得 2

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

10

22 静岡県
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 39

22 静岡県
担い手養成講座

県 事務職員、相談員
担い手養成講座（消費者教育実践のポイント）

3

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 5

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
個人情報保護法の基本と相談対応、相談カードの入力の基
本 15

22 静岡県 サクラサイト被害全国連絡協議会 その他 相談員 サクラサイト消費者被害 2

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 8

22 静岡県 東海お客さま相談研修会 その他 相談員 対応困難者への応対 1

22 静岡県 相談員資格指定講習会 その他 相談員 指定講習 1

22 静岡県 静岡県弁護士会講演会 その他 相談員 霊感商法 2

22 静岡県 宗教と消費者問題の対処法 その他 相談員 宗教と消費者問題の対処法 1

22 静岡県 消費者行政職員研修職員講座 国セン 事務職員 基本コース 1

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 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 3

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
決済手段をめぐる消費者トラブル・キャッシュレス決済を
中心に 1

22 静岡県 消費者行政職員講座 国セン 事務職員 情報の発信とリスク管理 1

22 静岡県 県弁護士会主催講演研修 その他 相談員 県弁護士会主催研修会（決済トラブル検討） 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 対応困難相談者への消費生活相談対応 1

22 静岡県
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
1

22 静岡県
消費者教育推進西部地域連絡会講演会

県 事務職員、相談員
なぜ悪質商法被害に陥るのか～騙す側の手口、騙される側
の心理～ 6

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 割賦販売法の改正、消費者契約法と特商法の改正 2

22 静岡県
消費生活相談員研修

国セン 事務職員、相談員
多重債務、消費者法の改正等を研修

4

22 静岡県
財務省東海財務局多重債務研修

国 事務職員、相談員
多重債務問題研修会

2

22 静岡県 消費者教育担い手養成講座 国セン 相談員 消費者教育における講師としての技術習得 1

22 静岡県 消費生活相談員・行政職員専門講座地域研修 国セン 事務職員 消費者相談対応に必要な法知識と法改正 1

22 静岡県 県弁護士会主催講演研修 その他 相談員 県弁護士会主催研修会（決済トラブル検討） 2

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 1

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 事務職員、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 38

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

20
参加人数は2回の合
計

23 愛知県 レベルアップ研修 県 相談員 消費生活相談関連法令の講義・事例研修等 49

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
59

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 2

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 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） 2

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 11

23 愛知県
平成28年度地方公共団体職員等研修

国
相談員、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 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 1

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

4

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 4

24 三重県
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・スマートフォンに係る消費者トラブル-
情報通信の仕組みを中心に- 1

24 三重県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
消費生活相談に必要な消費安全に関する知識-食品の安
全・表示、子供の事故防止を中心に- 1

24 三重県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

24 三重県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品に関わるトラブル 1

24 三重県
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-キャッシュレス決裁を
中心に- 1
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24 三重県 消費生活相談員研修　PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET2015の実務にすぐに役立つ講義・実習 1

24 三重県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 事務職員
高校生・大学生・新社会人対象

1

24 三重県 消費者相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 実務コース 1

24 三重県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした契約トラブル 2

24 三重県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 情報通信関連トラブル-インターネット通販を中心に- 3

24 三重県
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル-旅行・引越し・宅配便
を中心に- 1

24 三重県
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わる消費者トラブル

1

24 三重県 多重債務相談研修 国 相談員 多重債務相談に係る講義 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問題について 110

24 三重県 市町消費生活相談員等勉強会 県 相談員 事例検討（年３回） 30

24 三重県
市町多重債務者相談研修会

県 事務職員、相談員
多重債務相談について

16

25 滋賀県
消費者行政職員研修

国セン 事務職員
管理職、職員として消費者行政推進に必要な知識習得のた
めの講義 4

25 滋賀県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 消費生活相談員として必要な知識習得のための講義 10

25 滋賀県 専門講座　地域コース 国セン 相談員 消費生活相談員として必要な知識習得のための講義 10

25 滋賀県 消費生活サポーター研修 国セン 事務職員 地域の見守りのための講義 1

25 滋賀県

D-ラーニング　オンデマンド配信コース

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

10

25 滋賀県

レベルアップ研修

県 事務職員、相談員

賃貸住宅トラブルとその対処方法、特定商取引法・割賦販
売法の解説、出前講座における金銭教育の手法、消費者教
育法の解説、相続と民事裁判制度など

13

25 滋賀県
相談事例研修

県 事務職員、相談員
処理困難事例の検討

12

25 滋賀県
情報商材事例検討会

県 事務職員、相談員
情報商材事例の検討

6

25 滋賀県
消費者教育推進のための研修　徳島オリジナル消費者教育
講座 国セン 事務職員

エシカル消費の基礎知識、アクティブラーニングを活用し
た若い人への伝え方について 1

25 滋賀県
消費者行政担当者・消費生活相談員研修

県 相談員
住宅の消費者問題、ネット取引における消費者問題、多様
化・複雑化する決済サービスについて 2 京都府

26 京都府

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、業務上必要となる法
律・制度の基礎知識、消費者教育等について学ぶ。 1

26 京都府
PIO-NETデータ活用セミナー

国セン 相談員
決裁・登録の流れやチェックポイント、集計・検索方法の
ほか、データの活用について実習を交えて学ぶ。 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
－キャッシュレス決済を中心に－ 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 特定商取引法を中心とした契約トラブル 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 住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル 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
情報通信関連トラブル
－インタ－ネット通販を中心に－ 1

26 京都府 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 2

26 京都府 専門・事例講座（1泊2日コース） 国セン 相談員 美容医療関連の消費者トラブル 1

26 京都府
専門・事例講座（1泊2日コース）

国セン 事務職員、相談員
消費生活相談に必要な法律知識の基礎知識in徳島

2

26 京都府 専門講座地域コース 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 2

26 京都府 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高校生・大学生・新社会人等対象 1

26 京都府
子ども向け教室・消費生活展での簡易実験のための講座

国セン 事務職員
子ども向け教室や消費生活展での簡易実験の手法、テーマ
選定や材料調達の工夫などに関する講義など。 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

コーディネーターの役割や望まれる人材・体制等を、実践
的な内容について学び、各自治体における活動の方向性を
探る。

1

26 京都府
法律相談委託団体相談担当職員研修会

その他 相談員
消費者問題、民事法律扶助制度、成年後見制度について等

1

26 京都府 家庭用品品質表示法改正説明会 国 事務職員 家庭用品品質表示法の改正に係る知見を得る 1

26 京都府
個人信用情報に関する消費者懇談会

その他 相談員
個人信用情報機関の役割やCRIN交流情報の概要及び開示制
度の理解を深める 1

26 京都府 公正競争規約説明会（秋季） その他 相談員 旅行業公正競争規約に関する理解を深める 1

26 京都府 近畿地域消費者相談スキルアップセミナー 国 相談員 特商法の改正及び割販法の事例 2

26 京都府
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

賃貸住宅に係るトラブル相談の対応能力向上
1

26 京都府
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 事務職員、相談員
「金融商品に関する相談処理マニュアル」の説明及び仮想
通貨に関する知見を得る 6

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 5

27 大阪府

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

4

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。 4

27 大阪府
割賦販売用（前払信用施策）研修

国 事務職員
割賦販売法前払分野の概要。互助会について。立入検査に
ついて。グループワーク。 2

27 大阪府
消費者行政職員研修PIO-NETデータ活用セミナー

国セン 事務職員
PIO-NETデータの集計・検索方法や情報提供や注意喚起等
へのデータの活用について実習 1

27 大阪府
消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修）

国 事務職員
特定商取引法、景品表示法の執行実務に必要な専門知識。

4

27 大阪府
消費者行政職員研修（基礎コース）

国セン 事務職員
消費者行政担当部門に着任間もない行政職員等に対する基
本的な知識の習得のための研修 2

27 大阪府
府内市町村相談員総括者研修

県 相談員
市町村の総括的立場にある相談員を対象に専門的で高度な
研修を実施 10

27 大阪府
中核的センター機能充実強化研修

県 相談員
中核的センターとして積極的かつ効果的な市町村支援の実
施のための研修を実施 131
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27 大阪府
府内商品テスト事例研究会

県
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
消費生活相談事例学習会（１１回）

県 事務職員、相談員
専門的知識を要する事例

66

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

19

28 兵庫県 消費生活相談員研修専門・事例講座 国セン 相談員 最新の消費生活相談事例等 8

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ研修（基礎研修）（１０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

22

28 兵庫県
消費生活相談レベルアップ研修（専門研修）（１４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

91

28 兵庫県 サイバー犯罪・ネットトラブル対策研修会 県 事務職員 サイバー犯罪の現状等 5

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

8

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 消費者行政職員研修職員講座 国セン 事務職員 基礎コース 2

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 2

28 兵庫県 家庭用品品質表示法改正説明回 国 事務職員 家庭用品品質表示法の改正について 2

28 兵庫県 商品テスト技術・評価研究会 国セン 事務職員 電気火災の基礎知識と火災発生時の対応について 1

28 兵庫県 nite製品安全業務報告会 その他 事務職員 平成28年度事故情報収集調査結果等 3

28 兵庫県 食品表示関係法制度研修会 国 事務職員 加工食品の原料原産地表示について 2

28 兵庫県 無線LAN電磁波講習会 国 事務職員 無線LAN環境の整備及び電磁波の知識について 1

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
特商法・割販法の最新情報

2

28 兵庫県 消費者庁所管法令担当者研修（基礎） 国 事務職員 特定商取引法・景品表示法の概要 1

28 兵庫県 消費者庁所管法令担当者研修（専門） 国 事務職員 特定商取引法・景品表示法の事件処理等 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 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 改正特定商取引法説明会 国 事務職員 法改正の概要 4

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 2

28 兵庫県 広告セミナー その他 事務職員 景品表示法の運用状況 1

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 1

28 兵庫県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 消費者講座の講師として活動するための手法等の講義 2

28 兵庫県 消費者行政職員研修　職員講座(基礎研修) 国セン 事務職員 消費者行政に関する基礎知識等の講義 3

28 兵庫県 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動向・基礎知識等の講義 1

28 兵庫県 消費者教育コーディネータースキルアップ研修 県 事務職員 学校における消費者教育について学ぶ 1

28 兵庫県 民法ゼミ その他 相談員 民法、割賦販売法の改正 5

28 兵庫県 社会包摂にかかる職員研修会 市 相談員 社会包摂の実現に向けて 1

28 兵庫県
賃貸トラブル相談対応研修会

その他 事務職員
賃貸住宅をめぐる消費者トラブル、原状回復のガイドライ
ンの解説ほか 1

28 兵庫県
苦情研究会（法律）

県 相談員
消費生活相談の解決に向け、弁護士や学識経験者等の専門
家に助言を仰ぐ研究会を実施 11

28 兵庫県
市町消費者行政担当者研修会

県 相談員
市町の消費者行政担当者のスキルアップ向上のための研修

2

28 兵庫県 特別支援学校・教員向け研修会 県 事務職員 ①公開講座②意見交換等 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 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
1

28 兵庫県

消費者行政職員研修

国セン 事務職員

管理職講座
　国における消費者政策の動向と今後の展開
　地方消費者行政の現況と課題
　消費者市民社会の構築と消費者教育の推進
　消費生活相談における必要な法律・制度の基礎知識

1

28 兵庫県 消費生活サポーター研修 国セン 相談員 地域における見守りのカギ 1

28 兵庫県
消費者行政担当者・消費生活相談員等研修

県 事務職員
・ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ　現状と課題
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告の基礎 1

28 兵庫県 苦情研究会 県 相談員 相談事例研究 3

28 兵庫県 苦情事例研究会 その他 相談員 相談事例研究 1

28 兵庫県
消費者行政･相談員専門研修

県 事務職員、相談員
消費者契約法の改正

1

28 兵庫県 消費者教育コーディネータースキルアップ研修 県 事務職員 学校における消費者教育 1

29 奈良県
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

行政窓口で消費生活相談業務を行う上で必要不可欠な基礎
知識、技法、消費生活相談員としての姿勢を学ぶ 1

29 奈良県

消費生活相談員研修　専門・事例講座事例講座　インター
ネット、スマートフォンに関わる消費者トラブル-情報通信
の仕組みを中心に－

国セン 相談員

情報通信の仕組みを理解し、関連する造段対応に必要な法
律知識、相談対応の技法を習得する 1

29 奈良県

消費者行政職員研修　管理職講座

国セン 事務職員

消費者行政部門の管理職として、消費者行政の動向や施策
のポイント、業務上必要な法律・制度の基礎知識、消費者
教育や消費者行政の効果を高める庁内外との連携を学ぶ 1

29 奈良県

消費生活相談員研修　専門・事例講座　消費生活相談に必
要な商品安全に関する知識－食品の安全・表示、子どもの
事故防止を中心に－

国セン 相談員

消費生活相談の現場で活かすことのできる食品に関する法
律・制度に関する知識や消費生活相談のノウハウを習得し
ます。

1

29 奈良県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　金融・保険商品に
関わる消費者トラブル 国セン 相談員

最新の金融・保険商品の知識や法律知識について学ぶ。
1

29 奈良県

消費生活相談員研修　専門・事例講座事例講座　情報通信
関連トラブル－インターネット通販を中心に－ 国セン 相談員

インターネット通販を中心に、多様な決済手段を利用した
取引について、トラブルの解決に必要な法律知識や決済手
段の仕組みを学ぶ。

2

29 奈良県
諸費生活相談員研修　専門・事例講座　特定商取引法を中
心とした契約トラブル 国セン 相談員

特定商取引法を中心とした消費生活相談の対応で必要とな
る法律の知識及び相談対応の技法の習得を行う。 1
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29 奈良県
消費生活相談員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴ

国セン 相談員
消費生活相談情報のＰＩＯ－ＮＥＴ入力等について、その
知識・技法等を学ぶ。 1

29 奈良県
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　小・中学生対象 国セン 相談員

小・中学生向けの消費者教育講座の実施に必要となる知識
や技法の向上を図る。 1

29 奈良県

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　高齢者・高齢者等を見守る民生委員等対象 国セン 相談員

高齢者等に向けての被害防止や被害救済に向けての先進的
な取組や教材、効果的な手法、話し方を学ぶ。 1

29 奈良県
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 相談員
「金融商品に関する相談処理マニュアル」の活用説明会

2

29 奈良県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース(愛知） 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 2

29 奈良県 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 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 2

29 奈良県
消費生活相談員研修　専門講座・地域コース(石川）

国セン 相談員
高齢者関連の消費者トラブル～アクティブシニアの消費者
トラブルを含む～ 1

29 奈良県 消費生活相談員研修　専門講座・地域コース(広島） 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 1

29 奈良県
地方公共団体職員等研修

国 相談員
消費者に対する食品等に関する情報提供業務等の適切な実
施を支援する 2

29 奈良県 消費生活行政担当者・消費生活相談員研修 県 相談員 インターネット・電子商取引関連分野での消費者問題 1

29 奈良県 公正競争規約説明会 その他 相談員 旅行業における公正競争規約の基本的な内容 1

29 奈良県
住宅相談窓口担当者等の講習会

県 事務職員、相談員
最新かつ正確なリフォーム施策、支援制度、トラブル予防
昨冬に関する知識の習得 5

29 奈良県 旅行業公正取引協議会研修 その他 相談員 旅行業における公正競争規約の基本的な内容 1

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
近畿地域消費者相談スキルアップセミナー

国 相談員
特定商取引法・割賦販売法改正、クレジットに関する最新
相談事例 2

29 奈良県
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 相談員
金融商品に関する相談処理マニュアルの活用方法、仮想通
貨についての事例 1

29 奈良県
Ｄ-ラーニング研修

国セン 事務職員、相談員
オンデマンド配信コース

15

29 奈良県
相談員研修会

県 事務職員、相談員
相談員が抱えている事例の研修、学習

13

29 奈良県
法律事例研究会

県 事務職員、相談員
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。 71

29 奈良県

消費生活相談に関する学習会

県 事務職員、相談員

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 28

29 奈良県
消費者教育講座

県 事務職員、相談員
消費者教育・啓発の担い手を養成するため、講座運営のス
キルとテクニックを学ぶ。 9

30 和歌山県

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

消費者問題の歴史、業務上の法律知識、消費者教育推進の
必要性、消費者行政の効果を高める他部署等との連携等の
講義

1

30 和歌山県

消費者行政職員研修管理職講座

国セン 事務職員

国における消費者政策の動向と今後の展開、地方消費者行
政の現況と課題、消費者市民社会の構築と消費者教育の推
進等の講義

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

情報通信の仕組み、相談対応に必要な法律知識と技法等の
講義、ケーススタディ、スマートフォン等の操作体験 1

30 和歌山県
専門・事例講座　消費生活相談に必要な最近の制度

国セン 相談員
特商法、消費者契約法法、割賦販売法の改正の概要とポイ
ント等の講義 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

民法、消費者契約法法、特商法及び割賦販売法の基礎知
識、商品テスト、製品事故、電子商取引、金融・保険、
PIO-NETの概要等の講義

1

30 和歌山県
消費者教育に携わる講師養成講座（総合）

国セン 相談員
講師としてのコミュニケーションスキル、心得、講座の作
り方、実演準備、実演等の講義とグループワーク 2

30 和歌山県
専門・事例講座　消費生活相談に必要な商品安全に関する
知識 国セン 相談員

製品の安全性、食品安全委員会の活動、商品知識、食品表
示制度、商品テスト等の講義 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－
キャッシュレス決済を中心に 国セン 相談員

割賦販売法改正の概要、フィンテック法制、多様な決済
サービスの概要等の講義及び消費者トラブルについての
ケーススタディ

2

30 和歌山県

専門・事例講座　金融・保険商品に関わる消費者トラブル

国セン 相談員

金融・保険の法律知識、相談処理マニュアルの概要、資金
決済法の概要等の講義及び消費者トラブルへの相談対応の
ケーススタディ

2

30 和歌山県
消費生活相談員基礎講座（基本短縮コースｉｎ徳島）【新
設】 国セン 相談員

消費生活相談の意義と役割、民法、消費者契約法及び特商
法の基礎知識等の講義 1

30 和歌山県
消費者行政職員研修　PIO-NETデータ活用セミナー【新】

国セン 相談員
PIO-NETの概要、入力ルール、登録・決済のポイントの講
義及び入力学習、検索機能の実習 2

30 和歌山県
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
特商法、消費者契約法、割賦販売法、民法の改正の概要と
ポイントの講義 1

30 和歌山県

消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）高校
生・大学生・新社会人等対象 国セン 相談員

成年年齢引き下げの若者への影響、若者向け消費者教育の
現状・課題、若者向け消費者講座の留意点と手法等の講義
とグループワーク

1

30 和歌山県
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
相談処理の仕方、特商法、民法、消費者契約法の改正の概
要とポイント等の講義 2

30 和歌山県
消費生活相談員研修　専門講座・地域コース（１泊２日
コース）多重債務問題への消費生活相談対応 国セン 相談員

多重債務問題を抱えた消費者とのコミュニケーション、相
談対応、問題解決に必要な法律知識等の講義 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 相談員

見守りネットワークのあり方、効果的な情報提供と見守り
のポイント等の講義、地域における取組みの発表、ワーク
ショップ

1

30 和歌山県

消費生活相談員研修　専門・事例講座　特定商取引法を中
心とした契約トラブル 国セン 相談員

特商法の基礎知識、特商法・消費者契約法・割賦販売法の
改正のポイント等の講義及び特商法関連の契約トラブルの
相談事例研究

1

30 和歌山県 金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会 国セン 相談員 金融商品に関する相談処理マニュアルの活用法の講義 1

30 和歌山県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　インターネット・
スマートフォンに関わる消費者トラブル 国セン 相談員

電気通信サービスのしくみ、業界団体の取り組み、法律知
識、消費者保護ルール等の講義及び相談事例研究 1

30 和歌山県
消費生活相談員研修　専門・事例講座 標準約款に関する消
費者トラブル 国セン 相談員

民法、消費者契約法、標準約款等の講義及び相談事例研究
1

30 和歌山県
消費生活相談員研修　専門・事例講座 情報通信関連トラブ
ル 国セン 相談員

電子商取引・キャッシュレス決済に関する法律知識、仕組
み、消費者被害等の講義及び事例検討 2

30 和歌山県
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
高齢者がだまされやすい心理的要素、相談対応のポイン
ト、消費者被害の現状と法的な対応等の講義 2
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30 和歌山県

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

現在の高齢者の実像、高齢者の消費者トラブルへの対応、
高齢者の消費者被害の現状と法的対応、被害救済ネット
ワーク等の講義

1

30 和歌山県

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

過剰・不当な要求をする相談者への法的対応、相談者とし
ての心構え、相談員のメンタルヘルスケア等の講義及び
ケーススタディ

1

30 和歌山県
消費者教育推進のための研修　消費者コーディネーター育
成講座 国セン 相談員

コーディネーターの必要性と役割の講義、コーディネー
ターの役割を考えるワークショップ 1

30 和歌山県

消費生活相談員研修　専門・事例講座 高齢者関連の消費者
トラブル 国セン 相談員

高齢者の消費者トラブルの救済と防止のための法知識、高
齢者支援のための制度・サービス等の講義及びグループ別
討議

1

30 和歌山県
消費生活相談員研修　専門・事例講座 消費生活相談に必要
な法律知識の基礎知識in徳島 国セン 相談員

消費生活相談に必要な法令の基礎知識と法令適用の考え方
（民法、消費者契約法、特商法）の講義 1

30 和歌山県
平成２９年度 地方公共団体職員等研修

国 相談員
水産物・水産加工品の判別法、健康食品と機能性表示食品
等の講義 1

30 和歌山県

平成２９年度　近畿地域消費者相談スキルアップセミナー

国 相談員

改正特商法、割賦販売法に関する消費者相談事例の紹介、
スマホ決済、NFC決済などの新しい決済サービスの仕組み
とセキュリティ等の講義

2

30 和歌山県
平成２９年度第２回消費生活行政担当者・消費生活相談員
等研修 県 相談員

ネット取引における消費者問題、多様化・複雑化する決済
サービスの講義 1

30 和歌山県

平成２９年度 第１回消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員

電子商取引・情報通信、不動産契約トラブル、ウイルスセ
キュリティのトラブルに関する相談知識に関する講義 1

30 和歌山県

平成２９年度 第２回消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員

電子決済における難事例、食品表示制度の最新情報、金融
商品トラブルへの対応、美容医療トラブル等に関する講義 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、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの講義 2

30 和歌山県
消費生活相談員対象セミナー消費者被害事件の解決に効く
「司法的手続」 その他 相談員

民事裁判、民事調停、行政型ADR、民間型ADRなどの手続と
特徴の講義及び事例検討 2

31 鳥取県 平成２９年度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

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 4

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 美容医療関連の消費者トラブル 1

31 鳥取県 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

31 鳥取県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高校生・大学生・新社会人等対象 1

31 鳥取県 とっとり消費者大学 県 相談員 インターネットトラブルに備えよう 1

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 多重債務問題への消費生活相談対応 1

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 情報通信関連トラブル 1

31 鳥取県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 特別支援学級・学校に在籍する者対象 2

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 3

31 鳥取県 製品安全業務報告会 その他 相談員 製品安全業務報告会 1

31 鳥取県 専門・事例講座 国セン 相談員 特定商取引法を中心とした契約トラブル 1

31 鳥取県 とっとり消費者大学 県 相談員 特殊詐欺被害にあわないために 1

31 鳥取県 消費生活相談員研修 県 相談員 改正特定商取引法を学ぶ 2

31 鳥取県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な法律知識の基礎知識 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 消費生活相談員講座 その他 相談員 電子決済における難事例の紹介と解決への考え方　他 1

31 鳥取県 消費者教育専門研修会 その他 事務職員 消費者教育専門研修会 1

31 鳥取県
消費者教育推進のための研修

国セン 事務職員
消費者教育に携わる講師養成講座
　　幼児～小学校低学年・保護者対象 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。 1

32 島根県
製品安全研修

国 事務職員
消費生活用製品安全法等に係る基本的な考え方及び執行業
務を適切に行うための専門知識を習得する。 1

32 島根県
景品表示法ブロック会議
（初任者研修、行政担当研修） 国 事務職員

景品表示法違反被疑事件の執行方法
1

32 島根県

消費者行政職員研修

国セン 事務職員

国の消費者政策の動向と今後の展開、地方消費者行政の現
況と課題、消費生活相談における必要な法律・制度の知識
等

1

32 島根県
消費生活相談員研修

国セン 事務職員、相談員
特定商取引法・割賦販売法改正、電気通信サービス、決済
手段、食品安全、多重債務、高齢者見守り　等 26

32 島根県
消費者教育推進のための研修

国セン 事務職員、相談員
消費者教育に関する講座

7

33 岡山県

管理職講座

国セン 事務職員

消費者行政部門の管理職として必要な消費者行政の動向や
施策のポイント、法律・制度の基礎知識、消費者教育など
を学ぶ

2

33 岡山県

職員講座(相談の支援と体制整備)

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として消費
生活相談員、行政職員の役割や対応困難相談者への二次対
応などを学ぶ

2

33 岡山県
PIO-NET活用セミナー

国セン 事務職員、相談員
PIO-NETデータの決済・登録の流れや、登録の意義、デー
タのチェックポイントなど 2

33 岡山県
消費生活相談員に必要な最近の制度・法律改正

国セン 事務職員、相談員
最近改正された主な法令や制度、相談現場に直結する情報
や知識の習得 3

33 岡山県
職員講座(基楚コース)

国セン 事務職員
消費者問題の歴史、業務上最低限知っておきたい法律知
識、消費者教育推進の必要性等を学ぶ 3

33 岡山県

職員講座(情報の発信とリスク管理)

国セン 事務職員

消費生活関連情報を効果的に発信するためのノウハウの習
得、著作権、肖像権、個人情報等の取り扱いなどを学ぶ 1

33 岡山県

消費者教育に携わる講師養成講座(幼児～小学校低学年・保
護者対象） 国セン 事務職員

幼児から小学校低学年・保護者を対象とした消費者教育を
行う際のテーマや教材の選び方、講座を実施するためのポ
イントなどを学ぶ

1

33 岡山県

専門・事例講座(決済手段をめぐるトラブル―キャッシュレ
ス決済を中心に― 国セン 相談員

多様化・複雑化する決済手段の仕組み、ルール等基本的な
内容、さらに新しいサービス、複雑でわかりにくいサービ
ス、関係する法律等を学ぶ

1

33 岡山県 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET入力等についての知識技法を学ぶ 5

33 岡山県

専門・事例講座（住宅の賃貸・売買契約に関する消費者ト
ラブル) 国セン 相談員

住宅に関する法律や建築構造の基礎知識、賃貸、売買・リ
フォーム等に係る消費者トラブルの実態とその問題解決方
法を学ぶ

1
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33 岡山県

専門・事例講座（美容医療関連の消費者トラブル）

国セン 相談員

美容医療関連の相談に対する基礎知識や契約トラブルの解
決に必要な法律知識、聞き取りポイントなどを学ぶ 2

33 岡山県
消費者教育に携わる講師養成講座(総合）

国セン 相談員
総合的に幅広く消費者講座の講師として必要な心得や話し
方のポイント、講座案作成、講座実演などを学ぶ 1

33 岡山県

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

高齢者や障がい者などの消費者被害未然防止や早期発見の
ための見守りネットワーク構築に向けてのノウハウなどを
学ぶ

1

33 岡山県

専門・事例講座（乗り物に関する商品知識と契約トラブル
―自転車・中古車等を中心に―） 国セン 相談員

乗物関連の相談に対して、中古車等の取引や契約のトラブ
ル解決に必要な法知識、各乗物の構造に関する基礎知識、
危害危険に関する実態を学ぶ

1

33 岡山県

専門講座・地域コース（高齢者関連の消費トラブル）

国セン 相談員

高齢者に関する消費者トラブルに対応するために必要な支
援制度やサービスに関する知識及び相談対応方法等を学ぶ 1

33 岡山県

専門・事例講座（標準約款に関する消費者トラブル―旅
行・引越・宅配便等を中心に） 国セン 相談員

約款に関するトラブルに対して適切な解決の道筋を描くこ
とができるよう現場で生かせる関係法律・制度に関する知
識や相談ノウハウを習得する

1

33 岡山県
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
―情報通信の仕組みを中心に―）） 国セン 相談員

情報通信の仕組みを理解するために必要な法律知識、相談
対応の技法、機器に関する商品知識等を習得する 1

33 岡山県

消費生活相談員基礎講座（基本コース）

国セン 相談員

消費生活相談の意義と役割、消費生活相談業務を行う上で
必要不可欠な基礎知識、技法、消費生活相談員としての姿
勢などを学ぶ

3

33 岡山県

消費生活相談員基礎講座（実務コース）

国セン 相談員

約款に関するトラブルに対して適切な解決の道筋を描くこ
とができるよう現場で生かせる関係法律・制度に関する知
識や相談ノウハウを習得する

3

33 岡山県

専門・事例講座（多重債務問題への消費生活相談対応）

国セン 相談員

多重債務問題の解決のために相談者の心理的背景を理解
し、消費生活相談から福祉や司法への連携について学ぶ 1

33 岡山県
専門・事例講座（消費生活相談に必要な金融・保険の基礎
講座）） 国セン 相談員

金勇・保険商品に関する基礎知識や相談対応に必要となる
法律知識、消費者保護ルールについて学ぶ 1

33 岡山県 個人情報保護セミナー 国 相談員 改正個人情報保護法の説明 2

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

民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応につ
いて学ぶ 1

33 岡山県 島根県消費生活相談員研修 県 相談員 改正特定商取引法の特別講義及び事例検討研修会 1

33 岡山県
特定商取引法説明会

国 事務職員、相談員
特定商取引法の説明

2

33 岡山県
地方公共団体職員等研修

国 相談員
水産物・水産加工品の判別方法、健康食品と機能性表示食
品について 1

33 岡山県
消費生活マイスター講座

市 事務職員、相談員
「消費問題とは」、「毎日の買い物から考える」、「消費
者を取り巻く法律の基礎知識」等 41

33 岡山県
消費者法研修会

その他 事務職員、相談員
「民法・消費者法の改正と実務対応」、「インターネット
消費者取引被害への対応」 2

33 岡山県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修） 国セン 事務職員 法令執行担当者の初任者研修 3

33 岡山県 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 法令執行担当者の専門研修 3

33 岡山県 食品表示法担当者研修 国 事務職員 食品表示法について 1

33 岡山県 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）について 1

33 岡山県 製品安全研修 国 事務職員 製品安全研修 1

33 岡山県
消費生活サポーター研修

国 事務職員
高齢者や障害者などの消費者被害の防止のための見守り
ネットワークの構築のための研修 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
インターネット・スマートフォン，商品安全，多重債務，
インターネット通販，乗り物 5

34 広島県
消費者行政職員研修　ＰＩＯ－ＮＥＴデータ活用セミナー

国セン 事務職員
ＰＩＯ－ＮＥＴデータの決裁・登録・集計・検索について
の講義と実習 1

34 広島県
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
相談情報の入力ルールについての講義と実習

2

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
高齢者の消費者トラブル

2

34 広島県
消費生活相談員研修　専門講座　地域コース（長野県）

国セン 相談員
消費生活相談に必要な最近の制度・法改正と標準約款に関
するトラブル 1

34 広島県
消費者庁所管法令執行担当者研修

国セン 事務職員、相談員
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
を図る研修 2

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 1

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 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 地域見守りネットワーク構築等 1

35 山口県 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 市町村消費生活相談の支援 1

35 山口県 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 消費者教育・啓発等の実務 1

35 山口県 平成29年度消費者教育に携わる講師養成講座(総合） 国セン 事務職員 消費者教育に携わる講師養成(2回目） 1

35 山口県
平成29年度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
行政職員研修講座(1回目）

1

35 山口県 平成29年度消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 金融・保険商品に関わる消費者トラブル（２回目） 1

35 山口県
平成29年度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－キャッシュレス決済を
中心に－（３回目） 1

35 山口県
平成29年度消費者教育に携わる講師養成講座(対象者別コー
ス)高校生・大学生・新社会人対象 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29年度消費生活相談員研修　専門講座・地域コース

国セン 相談員
(大阪府）消費生活相談に必要な最近の制度・法改正

1

35 山口県
平成29年度消費生活相談員研修　専門講座・事例講座

国セン 事務職員
特定商取引法を中心とした契約トラブル（３回目）

1

35 山口県
平成29年度消費生活相談員研修　専門講座・事例講座

国セン 相談員
乗り物に関する商品知識と契約トラブル－自転車・中古車
等を中心に－（１回目） 1

35 山口県
平成29年度消費生活相談員研修　専門講座・地域コース

国セン 相談員
(広島県）高齢者関連の消費者トラブル

1

35 山口県
平成29年度消費生活相談員研修専門・事例講座

国セン 相談員
標準約款に関する消費者トラブル－旅行・引越し・宅配便
等を中心に－(1回目） 1

35 山口県
平成29年度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わる消費者トラブル
(1回目） 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
消費者行政・消費生活相談に携わるうえでの心構え・知っ
ておきたい基礎知識 7
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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
近年の消費者に関連する法律改正の概要とポイント

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
消費者契約法・平成28年改正の概要とポイント

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
特定商取引法・平成28年改正の概要とポイント

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
割賦販売法・平成28年改正の概要とポイント

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 相談員
改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの対応

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 相談員
多様化するキャッシュレス決済

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 相談員
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策は割賦販
売法改正でどう変わるか 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 相談員

ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式
運営ガイドライン及びネットワークゲームの概要について 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 相談員
対応困難相談者への相談対応と相談員としての心構え

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 相談員
旅行をめぐる消費者トラブルの現状

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 相談員
賃貸住宅トラブルの相談に必要な実務の基礎知識

7

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

12

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
金融商品、ブランド品に係る相談対応など

12

35 山口県
相談業務スキルアップ研修

県 事務職員、相談員
特商法、サイバー犯罪についてなど

3

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

4

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

4

35 山口県
消費者問題の基礎知識

県 事務職員、相談員
消費者問題の基礎知識

5

36 徳島県
地域防ごう！消費者被害in徳島

その他 事務職員
高齢世帯を地域全体で見守るため、県内自治体、団体の取
組について学ぶ 8

36 徳島県
地域の見守りネットワーク推進のためのシンポジウムin徳
島 国セン 事務職員

地域の見守りネットワークが効果的につながることにより
成果をあげいる先進事例を学ぶ 5 研修と見なす

36 徳島県
教員を対象にした消費者教育講座in徳島県

国セン 事務職員
成年年齢の引き下げへの議論を踏まえた対応を中心に、高
校生が知っておくべき知識等について学ぶ 3

36 徳島県
消費者教育推進のための研修

国セン 事務職員
小・中学生向けの消費者教育講座の実施に必要となる知識
や技法の向上を図るための研修 2

36 徳島県

実証に基づいた政策の分析・研究に関する勉強会

国 事務職員

消費者庁消費者行政新未来創造オフィスが取り組む、「実
証に基づいた政策の分析・研究」の一環として行われる勉
強会等

45
複数の勉強会を一括
掲載

36 徳島県
公益通報者保護制度研修会

その他 事務職員
公益通報者保護法及び内部通報制度について学ぶ

8
複数の研修会を一括
掲載

36 徳島県
徳島県消費者大学校大学院特別講座

県 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 1

36 徳島県 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 4

36 徳島県 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 消費者契約法，特定商取引法等 2

36 徳島県 消費者教育研修講座 県 相談員 若者，子供に多い消費生活トラブル，エシカルの推進 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 割賦販売法，決済サービス 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 1

36 徳島県 決済手段を巡る消費者トラブル 国セン 相談員 取り組み報告，見守り活動，ワークショップ 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 特定商取引法を中心とした契約トラブル 1

36 徳島県 乗り物に関する商品知識と契約トラブル 国セン 相談員 自転車・自動車に関する知識，自動車公正競争規約 1

36 徳島県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高齢者の消費者被害防止 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・スマートフォンに関わる消費者トラブル

3

36 徳島県
消費生活相談に必要な法律知識の基礎講座in徳島

国セン 事務職員、相談員
消費生活相談に必要な法令の基礎知識，手例適用の考え方

4

36 徳島県 金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会 国セン 相談員 金融マニュアル，仮想通貨 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
標準約款に関する消費者トラブル
（旅行・引っ越し，宅配） 1

36 徳島県 Dランニングオンデマンド配信コース①～⑫ 国セン 相談員 テーマ①～⑧，⑪，⑫ 1

36 徳島県 商品テスト技術・評価研究会 国 事務職員 家電トラブル基礎知識 1

36 徳島県
消費生活相談員養成講座１

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 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座２ 県 相談員 消費者問題，行政知識，法律知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座３ 県 相談員 消費者問題，行政知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座４ 県 相談員 法律知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座５ 県 相談員 法律知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座６ 県 相談員 企業経営一般知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座７ 県 相談員 経済知識 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座８ 県 相談員 経済知識，経済統計 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座９ 県 相談員 生活知識（衣・食・住） 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座１０ 県 相談員 一時模擬試験 1

36 徳島県 消費生活相談員養成講座１１ 県 相談員 小論文の書き方 1

36 徳島県 下半期四国電気通信消費者支援連絡会 国 事務職員 電気通信事業分野における消費者保護の取り組み 1

36 徳島県
四国地方液化石油ガス懇談会

国 事務職員
液石法省令の改正，取引適正化ガイドラインの制定，ＬＰ
ガス保安行政 1

36 徳島県 改正特商法説明会 国 事務職員 改正特商法 6

36 徳島県 先生のための金融教育セミナー その他 事務職員 金融教育 1

36 徳島県 学校における消費者教育の最前線 その他 事務職員 学校における消費者教育のあり方 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 景品表示法ブロック会議 国 事務職員 景品表示法担当者を対象とした研修 6

36 徳島県 米トレーサビリティ法立入検査実務研修 国 事務職員 米トレーサビリティ法担当者を対象とした研修会 1
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36 徳島県 新たな原料原産地表示制度研修会 国 事務職員 食品表示行政担当者を対象とした研修 2

36 徳島県
地方公共団体職員研修

国 事務職員、相談員
消費者に対する食品等に関する情報提供業務の適切な実施
支援に向けた研修 1

37 香川県
消費者行政職員研修
管理職講座 国セン 事務職員

管理職講座
1

37 香川県
都道府県等食品表示担当者研修

国 事務職員
食品表示基準に関する説明
食品表示法の執行に関するグループ討議及び説明　等 1

37 香川県 貸金業モニタリング実務研修 国 事務職員 貸金業モニタリング実務 1

37 香川県
中国四国地域食品表示行政担当者研修会

国 事務職員
食品表示関係法令について、各関係機関から所管法令の考
え方及び事例等を説明 2

37 香川県

消費者庁所管法令執行担当者研修

国 事務職員

地域における消費者被害の防止・救済を図るため、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

37 香川県
新たな加工食品の原料原産地表示に係る都道府県等担当者
研修 国 事務職員

新たな加工食品の原料原産地表示制度についての説明　等
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 決済手段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 最近の制度・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 多重債務問題への消費生活相談対応 1

37 香川県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 基礎講座 3

37 香川県 消費生活相談員研修　専門講座地域コース 国セン 相談員 高齢者関連の消費者トラブル 1

37 香川県 消費生活相談員研修 国セン 事務職員 PIO-NETセミナー 1

37 香川県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 PIO-NETセミナー 4

37 香川県 消費生活相談員研修　基礎講座 国セン 相談員 美容医療関連の消費者トラブル 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 食品安全に関する知識 1

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第１回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

6

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第２回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

7

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第３回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

8

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第４回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

5

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第５回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

6

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第６回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

8

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第７回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

7

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第８回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

7

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第９回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

6

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(養成コース第１０回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策講座を実施

6

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(直前受験対策コース第１回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策として、模
擬試験及び小論文対策講座を実施 5

38 愛媛県
消費者相談人材養成研修(直前受験対策コース第２回)

県 事務職員、相談員
消費生活相談員資格取得を目的とした受験対策として、模
擬試験及び小論文対策講座を実施 5

38 愛媛県
小中学生向け消費者教育教材に係る指導者向け研修会

県 事務職員、相談員
県が作成した教材を使った講座の組み立て方、模擬講座の
実施 13

38 愛媛県
消費者教育推進のための研修

国セン 事務職員
子ども向け教室・消費生活展での簡易実験についての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員基礎講座　基礎コース 国セン 相談員 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　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　管理職講座(徳島)

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 消費者教育に携わる講師養成講座(徳島) 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 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 消費生活相談における体制整備等についての講義 1

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(対象:特別支援学
校等) 1

38 愛媛県
消費者教育コーディネーター養成講座(徳島)

国セン 事務職員
消費者教育コーディネーターの必要性、役割等についての
講義 1

38 愛媛県 教員を対象にした消費者教育講座(徳島) 国セン 事務職員 教育現場における消費者教育についての講義 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・スマートフォンに関わるトラブルについ
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 美容医療関連の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 決算手段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 食品の安全・表示、子どもの事故防止についての講義 1

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 消費者行政の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　専門講座　地域コース(大阪)

国セン 相談員
消費生活相談に必要な最近の制度・法改正についての講義

1

38 愛媛県 消費生活相談員研修　専門講座　地域コース(札幌) 国セン 相談員 標準約款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 乗物に関する商品知識と契約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(広島) 国セン 相談員 高齢者関連の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 情報通信関連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 乗物に関する商品知識と契約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 高齢者関連の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 標準約款に関する消費者トラブルについての講義 1

38 愛媛県 消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者） 国 事務職員 法執行初任者向けの講義 2

38 愛媛県 消費者庁所管法令執行担当者研修（専門） 国 事務職員 法執行についての専門的な講義 2

38 愛媛県 四国４県連携消費者市民社会創造フォーラム 県 事務職員 エシカル消費についての講演等 5

38 愛媛県 消費者教育研究授業 県 事務職員 消費者教育の先進自治体における研究授業 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階蹴る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
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39 高知県
消費生活相談員基礎講座
（基本短縮コースin徳島） 国セン 相談員

消費生活相談を適切かつ迅速に階蹴るするために必要な基
礎知識および相談処理技法の習得 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

4

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
PIO-NETデータ活用セミナー

国セン 事務職員
PIO-NETデータの集計・検索方法のほか、情報提供や注意
喚起等へのデータ活用 1

39 高知県
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

消費者行政に関して基礎（消費者問題の歴史、業務上最低
限知っておきたい法律知識など）習得 1

39 高知県

教員を対象にした消費者教育教員講座in徳島

国セン 事務職員

高校生向けに消費者庁で作成した教材の活用や若者の消費
生活相談の現状、今後の制度・仕組みの変更が消費者教育
に与える影響を学ぶ

1
非常勤職員（消費者
教育推進担当）

39 高知県

教員を対象にした消費者教育講座

国セン 事務職員

「消費者市民社会」実現に向けた消費者教育の学校での授
業実践を促すため,効果的な指導方法について学ぶ 1

非常勤職員（消費者
教育推進担当）

39 高知県

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

消費生活相談に必要な最近の制度・法改正。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・向上を目指す

1

39 高知県

消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）高校
生・大学生・新社会人等大正

国セン 相談員

民法における成年年齢の引き下げの論議が進む中、１８歳
前後の若者にどのような影響があるかを考えながら、若者
がトラブルを未然に防ぎ、対処できる消費者となり、社会
に参画していくための講座作りのポイント等を学ぶ

1

39 高知県

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

高齢者関連の消費者トラブル。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・向上を目指す

2

39 高知県
消費生活相談員研修　専門・事例講座　特商法を中心とし
た契約トラブル 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
知識及び相談処理技法の習得・向上を目指す 1

39 高知県

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（対象者別コース）

国セン 相談員

高齢者・高齢者等を見守る民生委員等対象。消費者被害に
あうことの多い高齢者等に向けての被害防止や被害救済に
向けての先進的な取組みや教材、効果的な手法、話し方等
を学ぶ

1

39 高知県

消費者問題講座　弁護士に学ぶ！消費者被害の予防と救済

県 相談員

消費者被害の救済等を行っている弁護士から、消費者関連
法や民法の改正に伴う契約トラブルへの新たな対処方法に
ついて学ぶ

1 徳島県開催

39 高知県
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

民間賃貸借住宅の賃貸借関係をめぐるトラブルにかかる相
談対応について学ぶ 1

39 高知県
高知県消費生活相談員研修
消費生活相談員に必要な基礎知識及び相談方法① 県 相談員

インターネット通販を中心に、多様な決済手段を利用した
取引の被害救済のための法律を学ぶ 1

39 高知県
高知県消費生活相談員研修
消費生活相談員に必要な基礎知識及び相談技法② 県 相談員

増え続けるクレーマーの心理と対策　～言葉づかいや対応
の勘所～　について学ぶ 1

39 高知県

高知県消費生活相談員研修
消費生活相談員に必要な基礎知識及び最新の被害事例等の
実務②

県 相談員

民歩・消費者契約法の改正に伴う被害救済の方法　～実際
に対応の変わる事例について～学ぶ 2

39 高知県
高知県消費生活相談員研修
消費者教育の基礎知識及び実践例① 県 事務職員

消費者教育への取組み　～高齢者バージョン・関連部署へ
のアプローチ～　について学ぶ 1

非常勤職員（消費者
教育推進担当）

39 高知県
高知県消費生活相談員研修
消費者教育の基礎知識及び実践例② 県 事務職員

消費者教育への取組み　～学校バージョン・学校・ＰＴＡ
との交渉と実演～　学ぶ 1

非常勤職員（消費者
教育推進担当）

39 高知県

市町村等の相談員向け研修会
（多重債務問題改善プログラム） 国 相談員

「多重債務問題改善プログラム」の中の第一の柱である相
談窓口の整備・強化のために多重債務の救済について学ぶ 3

四国財務局高知財務
事務所主催

39 高知県
消費生活実務セミナー

県 事務職員、相談員
ハーバード流交渉術

11
高知県立消費生活セ
ンター主催

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・スマートフォンに関する消費者トラブル

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
標準約款に関するトラブル～旅行・引越し・宅配便等を中
心に 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 乗り物に関する商品知識と契約トラブル 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 情報通信関連トラブル~インターネット通販 2

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 多重債務問題への消費者相談対応 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 特商法を中心とした契約トラブル 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 専門講座地域コース～大阪府 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・保険商品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 消費者教育に携わる講師養成講座 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
決済手段をめぐる消費者トラブル～キャッシュレス決済を
中心に 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 美容医療関連の消費者トラブル 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
消費生活相談に必要な商品安全に関する知識～食品の安
全・表示、子どもの事故防止 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　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

消費者契約法と民法
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

特定商取引法と割賦販売法
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

不動産契約（賃貸）
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

情報通信サービスのセキュリティー対策
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

独占禁止法と景品表示法の知識
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

キャッシュレス決済
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

情報通信サービスの仕組み
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

金融商品
14

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

メンタルセルフケア
15
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40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　相談対応研修

県 事務職員、相談員
クレーム対応

15

40 福岡県
消費生活相談員等レベルアップ研修　消費生活相談の専門
研修 県 事務職員、相談員

多重債務相談（相談の基本、連携事例や実例）
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 2

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

消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 相談員

幼児～小学校低学年の児童・その保護者対象の消費者教育
の際のテーマや教材の選び方、講座実施の際に配慮するポ
イントなど

1

41 佐賀県

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

具体的なケーススタディや講義を通し知識を深める。情報
交換会、ロールプレイでの相談者対応の原則を学ぶ。 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

決済手段をめぐる消費者トラブル－キャッシュレス決裁を
中心に－ 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

乗り物に関する商品知識と契約トラブル－自転車・中古車
等を中心に－ 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

高齢者関連の消費者トラブル
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

情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－
1

41 佐賀県
「ダメ絶対」だけではない依存症予防モデル事業研修

国 相談員
ネット・ゲーム・スマホ依存症予防教育について

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 事務職員、相談員

情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－
11

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

対応困難相談者への消費生活相談対応
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

住宅の賃貸・売買契約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

インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル
1

41 佐賀県

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

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、賃貸住宅標準
契約書、民間賃貸住宅に関する相談対応事例集の解説 1

41 佐賀県
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

ケーススタディやロールプレイングによる対処法の実技
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

標準約款に関する消費者トラブル－旅行・引っ越し・宅配
便等を中心に－ 1

41 佐賀県
平成29年度第1回消費者合成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

「消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法（改正を中心
に）」 8

41 佐賀県

平成29年度第2回消費者合成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

「法テラスの業務と利用方法」
「国民生活センター紛争解決委員会の業務と利用の仕方」 9

41 佐賀県

平成29年度第3･4回消費者合成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

「事例検討」
「消費生活相談に必要な制度や法律の最新情報を学ぶ」 6

41 佐賀県

平成29年度第5回消費者合成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

「佐賀県の消費者教育の取り組み」
「地域で消費者教育に取り組むための実践力を高める」 6

42 長崎県
消費者教育に携わる講師養成講座（総合）

国セン 相談員
消費者講座の講師として必要な心得や話し方のポイント等
の基礎知識や実践手法に関する講義 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 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の習得 1

42 長崎県 消費生活相談員試験対策講座・要請講座 その他 相談員 消費生活相談に関する法律知識など 7

42 長崎県
消費者行政職員研修　職員講座（情報の発信とリスク管
理） 国セン 事務職員

ソーシャルメディアを活用した情報発信のあり方
1

42 長崎県
消費者行政職員・消費生活相談員等を対象とした研修会

その他 事務職員、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と相談
対応など 2

42 長崎県
消費生活サポート研修　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 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 乗物に関する商品知識と契約トラブル 1

42 長崎県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）

国セン 相談員
知的障がい者に対する消費者教育の現状と課題など

1

42 長崎県
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必要性と求められる役割
1

42 長崎県
消費生活相談員研修　専門講座・地域コース

国セン 相談員
通信販売等の電子商取引、情報通信サービスに関わる相談
に必要な法律知識など 1

42 長崎県
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など
1

42 長崎県 金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会 国セン 相談員 金融商品に関する相談処理など 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 標準約款に関する消費者トラブル 1

42 長崎県
長崎市職員合同研修会

市 相談員
消費生活弱者の消費生活費外の傾向と相談や支援のポイン
ト 1

43 熊本県
消費生活相談員研修　基礎、専門・事例講座

国セン 事務職員、相談員
金融・保険商品をめぐる消費者トラブル、消費生活相談に
必要な制度・法改正等の講義 12

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 消費生活相談員に必要な最近の制度・法改正 1

44 大分県 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 特別支援学級、特別支援学校等に在籍する者対象 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
消費生活相談に必要な商品安全に関する知識～食品の安
全・表示、子どもの事故防止を中心に～ 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 住宅の賃貸・売買契約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
乗物に関する商品知識と契約トラブル－自転車・中古車等
を中心に－ 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
標準約款に関する消費者トラブル－旅行・引越し・宅配便
等を中心に－ 1

44 大分県
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

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの解説
1

44 大分県 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、割賦販売法等 1

44 大分県
消費生活協同組合行政担当者全国会議

国 事務職員
所管生協に対する指導・監督について、関係法令の改正に
ついて 1

45 宮崎県 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、景品表示法等に関する講義 2

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
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45 宮崎県 消費者行政職員研修（職員講座　基礎） 国セン 事務職員 消費者政策及び法令行政に関する講義・討議 1

45 宮崎県 消費生活相談員専門講座地域コース 国セン 相談員 消費生活相談に係る専門知識の講義・事例研究 7

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 PIONET運営連絡会 国セン 事務職員 PIO－NETの運営に関する講義 1

45 宮崎県
小さな窓口の事例検討会

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と事例検討会

2 全相協

45 宮崎県
消費者教育に携わる講師養成講座（特別支援学級・特別支
援学校等に在籍する者対象） 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
（フォローアップ） 国セン 相談員

消費生活相談に対する専門知識や技法の取得
1

45 宮崎県
消費生活相談員レベルアップ講座

県 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

17

45 宮崎県
消費者行政職員研修（情報の発信とリスク管理）

国セン 事務職員
消費生活関連情報の発信のありかたとリスク管理に関する
講義 1

45 宮崎県 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 行政職員向けの消費者行政に関する基礎講座 2

45 宮崎県
消費者教育に携わる講師養成講座　高校生・大学生・新社
会人等対象 国セン 事務職員

高校生・大学生・新社会人等対象にした出前講座実施に関
する講義と演習 2

45 宮崎県 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 事務職員 決済手段の仕組みや関係する法律に関する講義 1

45 宮崎県
消費者教育に携わる講師養成講座（対象別コース）小・中
学生対象 国セン 事務職員

小・中学生向けの消費者教育講座の実施のためのワーク
ショップ等 3

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
電子決済、食品表示、金融商品トラブル等への対応に関す
る講義 1 日本消費者協会

45 宮崎県
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
地域での見守りネットワーク構築の必要性等に関する講
義・事例紹介 1

45 宮崎県
消費者教育に携わる講師養成講座　幼児～小学校低学年・
保護者対象 国セン 事務職員

幼児～小学校低学年・保護者対象とした講座実施に関する
講義・グループワーク 1

46 鹿児島県 モニタリング実務研修（金融会社コース） 国 事務職員 貸金業法の概要及び検査等に係る研修 2

46 鹿児島県

相談員研修　専門・事例講座
「インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブ
ル 」

国セン 相談員

「消費生活相談に必要な情報通信サービス・電子商取引に
関する法律の基礎知識」の講義等 1

46 鹿児島県
消費者行政職員研修　管理職講座1回目

国セン 事務職員
「消費者行政施策の動向と今後の展開」，「地方消費者行
政の現状と課題」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座
「消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識  」 国セン 相談員

「金融商品の基礎知識」，「生命保険の相談対応に必要な
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　　　決済手段を中心に巡る消
費者トラブル（キャッシュレス決済を中心に） 国セン 相談員

「割賦販売法のH28改正の概要とポイント」，「多様な決
済サービスの概要」の講義等 1

46 鹿児島県
消費者行政職員研修　職員講座（基礎）

国セン 事務職員
「消費者問題の歴史と消費者施策の変遷」，「消費者教育
推進の必要性」の講義等 1

46 鹿児島県
消費生活相談員研修　　　　　　　　　　　　　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」のケーススタディ等 1

46 鹿児島県
PIOｰNETセミナー

国セン 相談員
「PIO-NETの概要」，「PIO-NETデータの基本的な入力ルー
ル」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座
「乗り物に関する商品知識と契約トラブル」 国セン 相談員

「自転車・自動車に関する知識」，「自動車の運転支援シ
ステム」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座
「住宅の賃貸・売買契約に関する消費者トラブル」 国セン 相談員

「建築構造物の基礎知識」，「住宅関連の相談に必要な基
礎知識（住宅リフォーム」の講義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座
「多重債務問題への消費生活相談対応」 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
「情報通信関連トラブル（インターネット通販他」 国セン 相談員

「通信販売等の電子商取引・キャッチレス決済に関する相
談に必要な法律知識」の講義等 1

46 鹿児島県
専門講座地域コース鹿児島県

国セン 相談員
「インターネット・スマートフォンに関する最近の消費者
トラブルの傾向と特徴」の講座等 8

46 鹿児島県
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 国 相談員

「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの解説」の講
義等 1

46 鹿児島県
相談員研修　専門・事例講座
「高齢者関連の消費者トラブル2回目」 国セン 相談員

「高齢者の消費者トラブルの救済と防止のための法知識」
の講座等 1

46 鹿児島県
消費生活相談員・行政職員等研修講座

その他 相談員
「電子決済における難事例の紹介と解決への考え方」の講
義等 1

46 鹿児島県
消費生活相談員研修　専門・事例講座「特定商取引法を中
心とした契約トラブル」 国セン 事務職員

「消費生活相談に必要な特定商取引法の知識－その重要性
と法令適用の考え方を踏まえ－」の講義等 1

46 鹿児島県

消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）特別
支援学級，特別支援学校等に在籍する者対象 国セン 相談員

「知的障がい者に対する消費者教育の現状と課題」の講義
等 1

46 鹿児島県

消費生活相談員研修　専門講座・地域コース（鹿児島県）
「インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブ
ル」

国セン 相談員

「情報通信に関する消費生活相談に必要な法律知識」の講
義等 1

46 鹿児島県
消費生活相談員等研修会

県 相談員
「苦情行動者の心理とコミュニケーション時の注意点」の
講義等 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

特定商取引法の執行実務に必要となる基本知識習得の講義
1

47 沖縄県
消費者庁所管法令執行担当者研修（初任者研修）（景品表
示法等） 国 事務職員

景品表示法、食品表示関係法令・制度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（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
るための講義・演習 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
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
第１回景品表示法ブロック会議

国 事務職員
都道府県等の消費者行政に従事する者による景品表示法の
基礎知識と執行に係る知識の習得 2

47 沖縄県
モニタリング実務研修（金融会社コース）

国 事務職員
貸金業者等に係る金融モニタリング業務に関する基礎及び
専門知識、スキルの習得 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
情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－

4

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
情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－

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消費生活相談対応 2
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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 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 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 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 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－キャッシュレス決済を
中心に－ 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
インターネット・スマートフォンに関わる消費者トラブル

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 基本コース 1

47 沖縄県
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（対象者別コース） 国セン 相談員

高校生・大学生・新社会人等対象
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 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 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 金融・保険商品に関わる消費者トラブル 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 特定商取引法を中心とした契約トラブル 1

47 沖縄県 消費生活相談員研修 国セン 相談員 ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー 1

47 沖縄県 平成29年度消費者相談研修 国 相談員 消費者関連法令制度等の基礎知識の習得 1

01 札幌市 都道府県等食品表示担当者研修 国 事務職員 食品表示基準の理解促進を図る研修 1

01 札幌市 消費者行政職員研修（基礎コース） 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な知識の習得 5

01 札幌市
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わる消費者トラブル
について 1

01 札幌市
消費生活相談員専門・事例講座

国セン 相談員
消費生活相談に必要な商品安全に関わる消費者トラブル

1

01 札幌市 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な金融・保険の基礎知識 1

01 札幌市 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 決算手段をめぐる消費者トラブルについて 1

01 札幌市 消費生活相談員専門・事例講座 国セン 相談員 情報通信関連トラブルについて 1

01 札幌市 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 標準約款に関する消費者トラブルについて 1

04 仙台市

消費者行政職員研修　職員講座（相談の支援と体制整備）

国セン 事務職員

消費生活相談員等の役割、対応困難者への二次対応、円滑
な相談業務運営のための体制整備、効果的なバックアップ
などについて

1

04 仙台市
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
消費者問題の歴史、法律知識、消費者教育推進の必要性な
どについて 1

04 仙台市

消費者行政職員研修　職員講座（情報の発信とリスク管
理） 国セン 事務職員

消費生活関連情報発信のためのノウハウ、著作権、肖像
権、個人情報等の取扱い、情報発信におけるリスク管理に
ついて

1

04 仙台市
消費生活相談員研修
PIO-NETセミナー 国セン 相談員

消費生活相談情報の入力ルール、検索方法等についての基
本的な講義及び演習 2

04 仙台市

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

基本的な決済手段の仕組みやルール、新しいサービス、複
雑なサービス、関連する法律等及び具体的な事業者との交
渉のポイントについて

1

04 仙台市

消費者教育に携わる講師養成講座（高校生・大学生・新社
会人等対象） 国セン 相談員

若者がトラブルを未然に防ぎ、対処できる消費者となり、
社会に参画していくための講座作りのポイントについて 1

04 仙台市
消費生活相談員研修　専門・事例講座（特定商取引法を中
心とした契約トラブル） 国セン 相談員

特定商取引法を中心に、相談対応に必須となる法律知識及
び相談対応の技法の習得について 1

04 仙台市

消費生活相談員研修　専門・事例講座（住宅の賃貸等に関
する消費者トラブル） 国セン 相談員

住宅に関する法律や建築構造の基礎知識、トラブルの実態
を踏まえた専門知識、不動産広告に関する問題などについ
て

1

04 仙台市

消費生活相談員研修　専門・事例講座（情報通信関連トラ
ブル） 国セン 相談員

インターネット通販を中心に、多様な決済を利用した取引
のトラブル解決に必要な法律知識や決済手段の仕組みにつ
いて

1

04 仙台市

消費者教育に携わる講師養成講座（特別支援学級等に在籍
する者対象） 国セン 相談員

軽度の知的障がいのある者とその支援者に向けた講義や取
組事例を通じて、講座を組む上での配慮すべきポイントな
どについて

1

04 仙台市
消費生活相談員研修　専門・事例講座（標準約款に関する
消費者トラブル） 国セン 相談員

約款に関するトラブル解決のための、関係法律・制度や消
費生活相談のノウハウについて 1

04 仙台市
消費生活相談員研修　専門・事例講座（インターネット等
に関わる消費者トラブル） 国セン 相談員

情報通信に関する新しいサービスの情報や相談対応に必要
な法律知識及び相談対応の技法の習得について 1

04 仙台市
消費生活相談員研修　専門・地域コース（インターネット
等に関わる消費者トラブル） 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
知識及び相談対応の技法の習得について 1 開催地：宮城県

04 仙台市
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 相談員
「金融商品に関する相談マニュアル」の活用及び仮想通貨
について 1 開催地：宮城県

04 仙台市
第1回消費生活相談員等レベルアップ研修会

県 相談員
個人情報保護条例の概要及び個人情報・事業者情報の取扱
いについて 1

04 仙台市
信頼される市民対応術基本研修（クレーム対応の基本）

市 相談員
クレーム対応等の事例をもとに、配慮ある言葉づかいや表
現方法等の応対術の習得 4

04 仙台市
消費生活セミナー 若者への消費者教育を考える

県 相談員
成年年齢引き下げの議論を含め、若者への消費者教育につ
いて 2

04 仙台市 第2回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員 適格消費者団体の概要と活用方法について 1

04 仙台市
秋季 公正競争規約説明会

その他 相談員
旅行業における公正競争規約について

1
旅行業公正取引協議
会

04 仙台市
消費生活相談員研修会

県 相談員
苦情や相談に適切かつ迅速に対応するための知識の習得及
び県・市町村の連携を緊密化するもの 2

04 仙台市

高等学校消費者教育担当教員等消費生活講座

県 相談員

若年層の消費者被害にかかる最近の諸問題や消費者教育の
実践的な指導法を紹介し、消費者被害の未然防止に資する 1

04 仙台市
改正特定商取引法に関する説明会

国 事務職員、相談員
改正特定商取引法に関する説明

3

04 仙台市 第3回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員 消費者教育講座の作り方 1

04 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

損害保険に関すること及び改正特定商取引法に関すること

2
東北都市消費者行政
協議会
（会長：仙台市長）

04 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

民間賃貸住宅に関する相談対応事例集、賃貸住宅標準契約
書、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの解説及び
グループ討議

1 (株)社旗空間研究所

04 仙台市 第4回消費生活相談員等レベルアップ研修会 県 相談員 生命保険の基礎知識と相談の多い事例について 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

2

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
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
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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
消費生活相談に必要な商品安全に関する基礎知識

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
美容・医療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
決済手段をめぐる消費者トラブル
キャッシュレス決済を中心に 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
住宅の賃貸・売買契約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
対応困難者への消費生活相談対応

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
特定商取引法を中心とした契約トラブル

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
標準約款に関する消費者トラブル旅行・引越し・宅配便等
を中心に 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
高齢者関連の消費者トラブル

1

11 さいたま市
ＰＩＯ－ＮＥＴセミナー

国セン 相談員
ＰＩＯ－ＮＥＴ２０１５の実務にすぐ役立つ講義・実習

2

11 さいたま市
消費者教育に携わる講師養成講座（対象別コース）

国セン 相談員
高校生・大学生・新社会人対象

1

11 さいたま市
消費生活相談員基礎講座

国セン 相談員
実務コース

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
消費者契約法・平成２８年改正の概要とポイント

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
特定商取引法・平成２８年改正の概要とポイント

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
割賦販売法・平成２８年改正の概要とポイント

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
改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの対応

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
多様化するキャッシュレス決済

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
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策は割賦販
売法改正でどう変わるか 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

ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式
運営ガイドライン及びネットワークゲームの概要について 2

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
対応困難者への相談対応と相談員としての心構え

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
旅行をめぐる消費者トラブルの現状

1

11 さいたま市
市区町村向け多重債務相談研修

国 相談員
多重債務相談の実務、近年の多重債務問題を取り巻く状況
など 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
5

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
損害賠償について（講義）

17

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
消費者被害から見る錯誤

15

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
不動産トラブル（原野商法含む）

15

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
消費者安全法と消費者被害防止に役立つカード

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
消費者契約法改正

3

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
特定商取引法改正Ⅰ（指定権利・指示対象）

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
特定商取引法改正Ⅱ（美容医療・アポイントメントセール
ス） 15

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
割賦販売法改正

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
マルチ商法について

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
金融商品関連

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
電気通信事業法に関するトラブル（約款問題）

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
委任・準委任・請負契約

9

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と相談事例の解説 3

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 相談員
改正割賦販売法の知識と相談対応
改正消費者契約法と相談対応 3

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 事務職員、相談員
民法改正が及ぼす消費者法への影響
改正特定商取引法の知識と相談対応 4

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 相談員
最近の不動産トラブル
ＳＮＳ、フリマアプリに関するトラブル 3

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 相談員
金融・投資商品トラブルと相談対応
キャッシュレス決済の仕組みと資金決済法 3

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 相談員
電気通信事業者の改正と電気通信サービス
旅行契約関連のトラブル 3

11 さいたま市
消費生活相談員研修

県 相談員
美容医療に関するトラブルの現状と対応
歯科治療と診察に関するトラブルの現状と対応 3

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

4

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
精神疾患の理解と消費生活相談での対応

10

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
仮想通貨について

12

11 さいたま市
埼玉県教職員等消費者教育セミナー

県 相談員
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の視点を取り入れた最新
の授業づくりのヒント 1
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11 さいたま市
埼玉県教職員等消費者教育セミナー

県 事務職員
体験！悪質商法にかかっても自分で交渉できますか？～ト
ラブル解決ワークショップ～ 1

11 さいたま市
「多様化する決済システム」研修会

県 相談員
au Walletの仕組み～トラブルと解決～

9

11 さいたま市
金融広報アドバイザー研修会

県 相談員
若者向け講座のスキルアップ～講義ツール・講義の手法の
役割と効果的な活用方法～ 4

11 さいたま市
リスクコミューケーター研修

県 相談員
遺伝子組換え食品・農産物について　　～知っているよう
で知らない遺伝子組換えとゲノム編集～ 1

11 さいたま市
笑って学ぼう　　　　　　　～悪質商法撃退術～

県 事務職員
悪質商法撃退術

1

11 さいたま市
相談事例研究会

市 事務職員、相談員
ハードクレーム対応研修

25

11 さいたま市
相談事例研究会

市 事務職員、相談員
個人情報保護法の改正

28

11 さいたま市
相談事例研究会

市 事務職員、相談員
高齢者の消費者被害防止・見守りのための消費生活相談事
例についての情報交換 24

11 さいたま市
相談事例研究会

市 事務職員、相談員
電気通信契約の現状について

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

2

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

8

12 千葉市 消費生活相談員　基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談員研修のうち基礎的な内容の研修 4

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 千葉県消費生活センター連絡協議会　研修会 市 相談員 最近の情報通信に関連する消費者トラブル　ほか 2

12 千葉市

市町村消費者行政担当職員及び消費生活相談員研修会

県 事務職員、相談員

改正資金決算法のポイント・仮想通貨の法規制の概要につ
いて
ほか

4

12 千葉市
消費生活相談員等レベルアップ研修

県 相談員
講師養成に係る研修・相談業務を行う上で基礎的な知識の
取得のための研修 2

12 千葉市 多重債務者相談窓口担当者研修会 県 事務職員 多重債務の現状等 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 消費生活行政と相談窓口の役割 1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（法令編）第１回

県 事務職員
消費者問題と消費者法

1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（法令編）第２回

県 事務職員
消費生活相談に必要な民法・消費者契約法の基礎知識

1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（法令編）第３回

県 事務職員
消費生活相談に必要な特定商取引法の基礎知識

1

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（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基礎知識（２）

2

14 横浜市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修（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基礎知識

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）第７回

県 事務職員
民法改正のポイントについて

1

14 横浜市 踵腓生活相談員研修　消費生活相談員基礎講座 国セン 事務職員 消費生活相談の意義と役割等 1

14 横浜市 消費者行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 国における消費者政策の動向と今後の展開等 2

14 横浜市 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 消費者問題の歴史と消費者政策の変遷等 1

14 横浜市
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

高齢者等が遭う消費者トラブル等
1

14 横浜市
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、情報の発信とリスク管理、相談の支援
と体制整備 5

３回×1人、１回×
２人

14 横浜市 消費生活相談員基礎講座（基本） 国セン 相談員 消費生活相談業務の基礎知識及び技法 1

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、商品安全に関する知識、特商法関連契約ト
ラブル、乗り物に関する商品知識、金融・保険トラブル、
金融保険の基礎知識、住宅の賃貸・売買契約書トラブル、
情報通信トラブル、インターネットスマートフォンに関わ
るトラブル、標準約款に関するトラブル

24 ２４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 事務職員

高齢者に関する消費者トラブル
1

14 横浜市 PIO-NETセミナー 国セン 相談員 PIO-NET入力方法等 1

14 横浜市 PIO-NETセミナー 国セン 事務職員 PIO-NET入力方法等 1

14 横浜市 PIO-NET活用セミナー 国セン 事務職員 PIO-NETデータの集計検索、活用方法 2 2回×１人

14 横浜市 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 1

14 横浜市 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 講師として必要となる基礎知識・技法の習得 1

14 横浜市 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 相談員 高齢者・高齢者を見守る民生委員向け 1

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

消費者施策の現状と課題、改正個人情報保護法、消費者事
故等の通知、消費者団体訴訟、消費者問題と消費者法、民
法・消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法 11

１回×２人、９回×
１人

14 横浜市
相談員等研修

県 事務職員、相談員
資金決済法改正、電気事業法

2

14 横浜市
全国消費者フォーラム

国セン 事務職員
消費者市民社会構築のため調査研究等の成果報告、討論

2

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 1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

消費生活相談に必要な最近の制度・法改正
1

14 川崎市
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わる
消費者トラブル－情報通信の仕組み 1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

消費生活相談に必要な商品安全に関する知識
2

14 川崎市
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

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

金融・保険商品に関わる消費者トラブル
1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

特定商取引法を中心とした契約トラブル②
2
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14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

乗り物に関する商品知識と契約トラブル
1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

住宅と賃貸・売買契約に関する
消費者トラブル 1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

情報通信関連のトラブル
1

14 川崎市
消費生活相談員研修
専門・事例講座 国セン 相談員

標準約款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
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わる
消費者トラブル 2

14 川崎市
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
小・中学生対象 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

消費者政策の現状と課題について
2

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

改正個人情報保護法を含む
個人情報保護制度の概要について 1

14 川崎市
消費生活行政担当職員
レベルアップ研修 県 事務職員、相談員

特定商取引法改正のポイントについて
2

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

美容医療の現状とトラブルについて
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

消費生活相談情報カード作成と活用
1

14 川崎市
消費生活相談員等
レベルアップ研修 県 事務職員、相談員

対応困難者への消費生活相談対応
5

14 川崎市
消費生活相談員等
レベルアップ研修 県 相談員

仮想通貨取引の概要とトラブル事例について
1

14 川崎市
消費生活相談員等
レベルアップ研修 県 事務職員

特定商取引法事例検討ゼミ
1

14 川崎市 食品表示・安全分野研修 県 相談員 健康食品について 1

14 川崎市
食品表示・安全分野研修

県 相談員
新しい食品表示制度において
消費生活相談員として気を付けたいポイント 1

14 川崎市 消費生活相談人材育成事業（相談員等研修） 県 相談員 インターネット契約のトラブル 4

14 川崎市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）

県 相談員
液石法省令等の改正及び
取引適正化ガイドラインについて 1

14 川崎市 消費生活相談人材育成事業（相談員等研修） 県 相談員 消費者契約法 3

14 川崎市
消費生活相談人材育成事業（相談員等研修）

県 相談員
自動車製造物責任相談センターの概要と
車両品質に関する相談への必要知識 2

14 川崎市
相談機関連携推進研修

県 相談員
住まいるダイヤルの住宅相談と
紛争処理の状況について 5

14 川崎市
相談機関連携推進研修

県 事務職員、相談員
日本貸金業協会ＡＤＲの業務内容と相談(あっせん)事例

2

14 川崎市 消費生活相談機能支援事業（相談員等研修） 県 相談員 海外事業者との対応（最新事例について） 1

14 川崎市 消費生活相談機能支援事業（相談員等研修） 県 相談員 旅行契約の消費者トラブルについて 4

14 川崎市
消費生活相談機能支援事業（相談員等研修）

県 相談員
オンラインゲームの現状と
課金トラブルについて 4

14 川崎市
消費生活相談機能支援事業（相談員等研修）

県 事務職員、相談員
専門家からみた消費生活相談者の
不当・過剰な要求への対応方法 5

14 川崎市
高齢者等
消費者被害対策事業研修 県 事務職員、相談員

心に問題を抱えた方への相談対応
2

14 川崎市
高齢者等
消費者被害対策事業研修 県 事務職員、相談員

高齢者・障害者等に配慮した相談対応
3

14 川崎市
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

県 相談員
高齢者や高齢者等を
見守る立場の方向け講座のポイント 2

14 川崎市 110番事前研修 その他 相談員 特商法・割販法 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 2

14 川崎市 研修講座 その他 相談員 改正割賦販売法と改正消費者契約法 1

14 川崎市
研修講座

その他 事務職員、相談員
電子商取引における最近の決済手段の仕組み

17

14 川崎市
研修講座

その他 事務職員、相談員
改正個人情報保護法

17

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
54

14 相模原市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 事務職員 消費生活行政と相談窓口の役割 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 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正 2

14 相模原市
子ども向け教室・消費生活展での簡易実験のための口座

国セン 相談員
子ども向け教室や消費生活展での簡易実験のテーマ選定等
の講義、実験のデモンストレーション実習 1

14 相模原市 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 家庭用品品質表示法に関する講義 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 消費生活相談情報カード作成と活用 1

14 相模原市 消費生活相談に必要な商品安全に関する知識 国セン 相談員 食品の安全・表示、子どもの事故防止を中心に 1

14 相模原市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 事務職員 消費者政策の現状と課題 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－キャッシュレス決済を
中心に－ 1

14 相模原市 食品表示・安全分野研修 県 相談員 健康食品について 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 金融・保険商品に関わる消費者トラブル 1

14 相模原市 消費生活相談機能支援事業専門研修 県 相談員 海外事業者との対応について 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 高校生・大学生・新社会人等対象 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 幼児～小学校低学年・保護者対象 1

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修

県 相談員
消費者事故等の通知に係る具体的事案の取扱いについて

1

14 相模原市
消費生活相談機能支援事業専門研修

県 相談員
資金決済法の改正ポイント（仮想通貨の法的規制につい
て） 1

14 相模原市
食品表示・安全分野研修

県 相談員
新しい食品表示制度において消費生活相談員として気を付
けたいポイント 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 電子商取引・情報通信の知識と相談対応 1

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
不動産契約トラブルの最新事例と相談対応／ウイルスセ
キュリティのトラブルに関する相談知識 3

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 電気通信事業法における消費者保護ルールについて 1

14 相模原市
消費生活相談人材育成事業相談員研修

県 相談員
液石法省令等の改正及び取引適正化ガイドラインについて

1

14 相模原市 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
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14 相模原市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 相談員 旅行業者をめぐるトラブルの現状と旅行業法 1

14 相模原市 消費生活相談人材育成事業相談員研修 県 相談員 消費者契約法について 3

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 特別支援学級、特別支援学校等に在籍する者対象 1

14 相模原市 消費生活相談員レベルアップ研修 県 相談員 特定商取引法の改正について 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
情報通信関連トラブル－インターネット通販を中心に－

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 仮想通貨取引の概要とトラブル事例について 1

14 相模原市 消費生活行政担当職員レベルアップ研修 県 相談員 特定商取引法改正のポイントについて 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・高齢者等を見守る民生委員等対象 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 1

14 相模原市
相談機関連携推進研修

県 相談員
日本貸金業協会ＡＤＲの業務内容と相談（あっせん）事例

1

14 相模原市
住宅相談窓口担当者等講習会

県 相談員
最近の住宅リフォーム関連施策、住宅リフォーム支援制度
等 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 高齢者関連の消費者トラブル 1

14 相模原市 消費生活相談員基礎講座 国セン 相談員 消費生活相談員フォローアップコース 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
スマートフォン決済など多様化する決済手段をめぐるトラ
ブルについて 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・スマートフォンに関わる消費者トラブル

1

14 相模原市
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事例、原状回復をめぐるト
ラブルとガイドライン等の解説 2

14 相模原市
消費生活行政担当職員レベルアップ研修

県 相談員
弁護士会との連携－悪質サイト被害弁護団の活動について
－ 1

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
電子決済における難事例の紹介と解決への考え方／食品表
示制度の最新情報と今後の課題 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
金融商品トラブルへの対応とこれからの課題／美容医療ト
ラブルの現状と相談対応 2

15 新潟市
消費者教育に携わる講師養成講座（総合）

国セン 相談員
消費者講座の講師として活動するために必要となる基礎知
識や実践的手法の総合的な講義 1

15 新潟市

消費者行政職員研修管理職講座

国セン 事務職員

業務上必要となる法律・制度の基礎知識，消費者教育や消
費者行政の効果を高める庁内外との連携に関する講義 1

15 新潟市 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 消費者行政に関する基本的な知識の講義 1

15 新潟市
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
消費者被害の防止・救済を図るための専門知識や実践力を
身につけるための講義 1

15 新潟市 地方公共団体職員等研修 国 事務職員 消費者に対する食品等に関する情報提供に関する講義 1

15 新潟市
商社行政職員研修職員講座（相談の支援と体制整備）

国セン 事務職員
対応困難相談者への二次対応，円滑な相談業務運営のため
の体制整備に関する講義 1

15 新潟市
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
相談者の心理的背景の理解と消費生活相談から福祉や司法
への連携に関する講義 1

15 新潟市
消費生活サポーター研修

国セン 相談員
見守りネットワークの構築に向けたノウハウ等実務的な講
義 1

15 新潟市
市町村向け多重債務相談研修

国 相談員
多重債務相談に生かすカウンセリング術等に関する講義

2

15 新潟市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 旅行・引越し，宅配便等の標準約款に関する講義 1

15 新潟市
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

賃貸借関係をめぐるトラブル相談に対応するための知識に
関する講義 1

15 新潟市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 電子決済，金融商品トラブルへの対応等に関する講義 1

22 静岡市
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 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他
2

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、
消費者教育の実践他 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
消費生活相談事例検討

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、健康増進法、景品表示法、計量法など 2

22 静岡市
消費者行政職員研修職員研修PIO－NETデータ活用セミナー

国セン 事務職員、相談員
PIO－NET２０１５の検索、決裁のポイント

3

22 静岡市 製品安全研修 国 事務職員 製品安全４法の考え方他 1

22 静岡市
新たな加工食品の原材料産地表示制度に係る都道府県担当
者研修 国 事務職員

新たな原料原産地表示制度他
1

22 静岡市
消費者教育に携わる講師養成講座(対象者別コース)

国セン 事務職員
高校生・大学生・新社会人対象に若者のトラブル防止他

1

22 静岡市
消費者教育に携わる講師養成講座(対象者別コース)

国セン 事務職員
小・中学生向けの消費者教育講座に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西部地域連絡会 県 事務職員 なぜ悪質商法被害に陥るのか他 1

22 静岡市 消費者相談に係る懇談会 その他 相談員 最近の消費者相談の傾向他 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
他 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 消費生活相談に必要な最近の制度・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 美容医療関連の消費者トラブル 1

22 静岡市
消費生活相談員研修　専門・事例講座・地域コース（愛
知） 国セン 相談員

消費生活相談に必要な最近の制度・改正他
2

22 静岡市 消費生活相談員研修PIO－NETセミナー 国セン 相談員 PIO－NETセミナー 2

22 静岡市 中部地域消費担当者研修会 県 相談員 消費者契約法の改正について他 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 電子商取引他 2

22 静岡市 中部地域消費担当者研修会 県 相談員 特定商取引法の改正とそれにかかる相談対応他 2

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 多重債務への消費生活相談対応 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 住宅の賃貸・売買契約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 消費生活相談に必要な法律知識他 1

22 静岡市 多重債務相談研修 国 相談員 多重債務を踏まえた家計管理について 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 消費者問題入門編 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 改正電気通信事業法のその後他 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 中小零細事業者の消費者被害類似被害への対応他 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
金融商品トラブルへの対応とこれからの課題他

1

22 静岡市
消費生活サポーター研修

国セン 相談員
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
て他 1

22 静岡市 高度専門消費生活相談研修会 県 相談員 成年年齢引き下げと未成年者の消費者被害 1

199



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

22 静岡市
消費生活相談員のためのストレス対策講座

県 事務職員、相談員
消費生活相談員のためのストレス対策

2

22 静岡市 高度専門消費生活相談研修会 県 相談員 情報通信サービスの基礎知識とトラブル他 1

22 静岡市
民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談研修

その他 事務職員
民間住宅に関する相談対応事例他

2

22 静岡市 個人信用情報に関する消費者懇談会 その他 相談員 開示制度、相談事例他 1

22 静岡市
特定商取引法執行担当者研修会

県 事務職員、相談員
相談事例の検討・相談対応における注意点など

5

22 静岡市 全国消費生活相談員協会静岡地区研修会 その他 相談員 個人情報保護法の基本と相談対応 2

22 静岡市 地域別研修会及び高度専門消費生活相談研修会 県 相談員 仮想通貨の基礎知識他 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 消費者行政の歴史、施策と現状など 1

22 静岡市 東海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保護の取り組みについて 2

22 静岡市 消費者庁情報検討ネットワーク 国 相談員 消費生活相談に関する情報交換、勉強会 1

22 静岡市 東部地域別研修会・高度専門消費生活相談研修会 県 相談員 消費生活相談に関する事例紹介 1

22 静岡市 第2回消費生活相談員・行政職員等研修講座 国 相談員 電子決済における難事例の紹介など 1

22 静岡市
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

高齢者や障碍者などの消費者被害の未然防止や早期発見な
どについて 1

22 静岡市 都道府県等食品表示担当者研修 国 事務職員 食品表示法などについて 1

22 浜松市
消費生活相談員研修　専門・事例講座

国セン 相談員
特定商取引法を中心としたトラブル、情報通信関連トラブ
ル、高齢者関連のトラブルへの対象法等 6

22 浜松市 消費生活相談員・行政職員等研修講座 その他 相談員 電子決済における難事例における対処法等 2

22 浜松市 消費者問題シリーズ その他 相談員 特定商取引法の改正等 1

22 浜松市 消費者教育に携わる講師養成講座 国セン 事務職員 若者の消費者トラブルから防ぐための消費者教育等 1

22 浜松市
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の相談対応につ
いて 1

22 浜松市
消費者行政職員・消費生活相談員等を対象にした研修会

その他 相談員
消費者事故の現状を学ぶ

2

22 浜松市
若手社会人向け消費者教育講座

県 事務職員、相談員
消費者教育の推進について

3

22 浜松市
地域別研修会

県 事務職員、相談員
情報通信サービスの基礎知識とトラブル

2

22 浜松市
JEMA消費者関連委員会との情報交換会

その他 事務職員、相談員
情報交換会

2

22 浜松市 ふじのくに消費者教育推進西部地域連絡会講演会 県 事務職員 なぜ悪質商法被害に陥るのか 1

22 浜松市 消費者教育担い手養成講座 県 事務職員 食品ロスと日本型食生活のすすめ 1

22 浜松市 消費生活相談員の為のストレス対策講座 県 事務職員 ストレス対策 1

22 浜松市 高度専門消費生活相談研修会 県 事務職員 最近の消費生活相談事例、解決困難事例 1

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
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 17

23 名古屋市
消費生活相談PIO-NETセミナー

国セン 事務職員、相談員
PIO－NET入力等について講義および演習

3

23 名古屋市
消費者教育推進のための研修

国セン
相談員、商品テス

ト職員

講師養成のための講義
9

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 特商法改正の概要とポイント 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
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

4

23 名古屋市
消費者行政職員研修　職員講座（情報発信とリスク管理）

国セン 相談員
ＳＮＳによる情報発信社会におけるリスク管理について

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

3

23 名古屋市 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基礎知識の習得 1

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 電子決済　等 2

23 名古屋市
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
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

3

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）　12回

国セン 事務職員、相談員
法改正の概要とポイント　等
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23 名古屋市
消費生活相談員等全体研修会

県 相談員
多重債務、法改正、特商法、情報通信、裁判所見学　等

3

23 名古屋市
消費生活相談員キャリアアップ研修

県 事務職員、相談員
消費者行政、法改正、金融商品、対応困難事例　等

12

23 名古屋市 消費生活相談員専門分野チーム研究会 県 相談員 特商法、情報通信 6

23 名古屋市 県民相談研修会 県 相談員 金銭トラブル、交通事故相談 2

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

2

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 相談員 相談の意義、特商法、改正消契法、取組事例紹介 4

23 名古屋市 仕事・暮らし自立サポートセンター現地見学会 その他 相談員 現地見学会 4

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

はちみつの判別、食品表示
2

23 名古屋市 多重債務相談研修会 国 相談員 多重債務問題を踏まえた家計管理 1

23 名古屋市 景品表示法に違反しないために 市 相談員 景品表示法 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 1

23 名古屋市 公正競争規約説明会 その他 相談員 景品表示法について 1

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 22

26 京都市

消費生活相談員研修　講師要請講座

国セン 相談員

消費者講座の講師として活動する際に求められる，講師と
しての心得や話し方のポイント，講座案作成の習得。 2

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 1

26 京都市 消費行政職員研修　管理職講座 国セン 事務職員 消費者行政の推進に必要な管理職としての知識の習得 2

26 京都市
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
特定商取引法の改正内容とクレジットに関する最新の相談
事例，決裁高度化伴う事例の講演 2

26 京都市
消費者行政，相談員向け研修

県 事務職員、相談員
消費者行政職員，相談員の相談対応のスキルアップに係る
講義 6
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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トラブル、決済手
段をめぐる消費者トラブル、特定商取引法を中心とした契
約トラブルの講義

10

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、相談内容についての研究 2

27 大阪市
総括者研修

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 10

27 大阪市
事例研究会

県 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 11

27 大阪市 市町村消費者行政職員等研修 県 相談員 簡易裁判所における民事手続についての講義 1

27 大阪市 民間賃貸住宅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のトラブルについての講義 1

27 大阪市
製品安全業務報告会

その他 事務職員、相談員
製品安全政策の概要と最近の動向の講義

1

27 大阪市
市町村相談員総括者研修

県 相談員
新聞広告における通信販売の相談事例などを元にした講義

3

27 堺市
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わる消費者トラブル
等の各種専門事例の講義 10

27 堺市 消費生活相談員研修　PIO-NETセミナー 国セン 相談員 消費生活相談情報のPIO-NET入力等についての講義 1

27 堺市 D-ラーニング（遠隔研修） 国セン 相談員 特定商取引法改正の概要等の講義 55

27 堺市
大阪弁護士会との共同事例研究会

県 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 3

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会に
よる専門知識及び相談処理技法の習得 15

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
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に係る相談対
応について 1

27 堺市
住宅相談窓口担当者等講習会

県 相談員
最新かつ正確なリフォーム施策、支援制度、トラブル予防
策等に関する知識を取得 1

27 堺市

近畿地域消費者相談スキルアップセミナー

国 相談員

特定商取引法の改正内容とクレジットに関する最新の相談
事例や決済手段の高度化に伴う事例についての講義 1

27 堺市
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 相談員
金融商品に関する相談処理マニュアルの活用法について事
例（仮想通貨を含む）を基に解説 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、問題点と課題等について 1

27 堺市 市町村消費者行政職員等研修会（第3回） 県 相談員 簡易裁判所における民事手続について 1

27 堺市
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を身に
付けるための研修 1

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。 5

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。 11

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

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。 3

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。

6

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、各分野での消費者問題につい
て、対応力の向上を図る。 3

28 神戸市 近畿経済産業局家庭用品品質表示法改正説明会 国 相談員 消費者相談員のスキルアップを図る。 1

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
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
知識及び相談処理技法の習得・向上に資する。 1

28 神戸市
旅行業公正取引協議会公正競争規約説明会

その他 相談員
旅行業界における規約の内容について、消費者相談員の理
解を深める。 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。 1

28 神戸市
地域消費者フォーラム

国 相談員
食品表示についての理解を深めるとともに、情報交換を行
うことで交流・連携を深める。 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。 2

28 神戸市 滋賀県消費生活相談員等研修 その他 相談員 消費者相談員のスキルアップを図る。 1

28 神戸市 徳島県消費者問題講座 その他 相談員 各種法改正について、理解を深める。 1

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

国 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
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 相談員
金融マニュアルを活用できるよう、事例に基づいた活用方
法について理解を深める。 1

33 岡山市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 消費生活相談に必要な最近の制度・法改正について 4 1回×4人

33 岡山市
子ども向け教室・消費生活展での簡易実験のための講座

国セン 事務職員
子供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・救済を図るための線目的知識の習得

1

33 岡山市
消費者行政職員研修　管理職

国 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
上必要となる法律・制度の基礎知識の習得 1

33 岡山市 消費者相談研修 国 事務職員 消費者関連法令・制度等について基礎的な知識の習得 1

33 岡山市 消費者行政職員研修　職員講座（基礎コース） 国セン 事務職員 消費者関連法令・制度等について基礎的な知識の習得 1

33 岡山市 都道府県等食品表示担当者研修 国 事務職員 食品表示基準の理解促進を図るための研修 1

33 岡山市
消費者教育に携わる講師養成講座

国セン 事務職員、相談員
消費者教育を行うための必要な知識の習得

2 1回×2人

33 岡山市 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についての地域の習得 2 2回×1人

201



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

33 岡山市
消費者行政職員研修ＰＩＯ－ＮＥＴデータ活用セミナー

国セン 事務職員
消費者相談業務を担当する行政職員として、必要な知識、
技法の習得及び向上 2 1回×2人

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 3 1回×3人

33 岡山市 消費生活相談員研修　専門・事例講座 国セン 相談員 住宅の賃貸・売買契約に関する知識の習得 1

33 岡山市 消費者行政職員研修　職員講座 国セン 事務職員 情報の発信とリスク管理に関する知識の取得 1

33 岡山市
新たな加工食品の原料原産地表示制度に係る都道府県等担
当者研修 国 事務職員

加工食品の原料原産地制度の関する知識の習得
1

33 岡山市
民間賃借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係る相談対
応に必要な知識の習得 1

33 岡山市 消費生活相談員・行政職員研修講座 その他 相談員 消費者問題をテーマにした研修講座 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について 1

33 岡山市
消費者教育セミナー

県 事務職員
消費生活に関する基礎知識を学び、消費者教材の効果的な
活用について学ぶ 1

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解決するために必要な
技法及び能力の向上 8 1回×6人、2回×1人

33 岡山市

Ｄ-ラーニング（遠隔研修）オンデマンド配信コース①～⑫

国セン 事務職員、相談員

消費生活相談業務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

12

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 5

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 6

34 広島市
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 事務職員、相談員
平成29年3月に改定した「金融商品に関する相談処理マ
ニュアル」の説目等 6

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
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 56

34 広島市
消費生活相談技術高度化研修

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 13

34 広島市

平成29年度消費者教育担当者研修

県 事務職員

地域における消費者教育の推進に必要な啓発講座のやり方
や教材の活用法についてワークショップ形式の研修会 1

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 事務職員、相談員
消費生活相談の専門・事例講座、講師養成講座

22

40 北九州市 国民生活センター行政職員研修 国セン 事務職員 消費者行政に関する研修 4

40 北九州市

国土交通省
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について
の対応 3

40 北九州市 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 北九州市
経済産業省
消費者関連法令研修 国 相談員

消費者関連法に関する研修
1

40 北九州市
一般社団法人日本消費者協会
消費生活相談員等研修講座 その他 相談員

消費生活相談に関する研修
4

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　インターネット・スマートフォンに関わ
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　金融・保険商品に関わる消費者トラブル

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　決済手段をめぐる消費者トラブル 1

40 福岡市 消費者行政職員研修 国セン 相談員 PIO-NETデータ活用セミナー 1

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（実務コース） 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　特定商取引法を中心とした契約トラブル

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　乗物に関する商品知識と契約トラブル

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　情報通信関連トラブル 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　住宅の賃貸・売買契約に関する消費者ト
ラブル 1

40 福岡市 消費生活相談員研修 国セン 相談員 専門講座・地域コース(鹿児島県） 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を身に
つける。 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(佐賀県）
情報通信関連トラブル 1

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
消費者行政・消費生活相談に携わるうえでの心構え・知っ
ておきたい基礎知識 13

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
近年の消費者法改正の概要とポイント

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
消費者契約法・平成28年度改正の概要とポイント

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
特定商取引法・平成28年度改正の概要とポイント

12

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
割賦販売法・平成28年度改正の概要とポイント

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
改正電気通信事業法に関連する消費者トラブルへの対応

12

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
多様化するキャッシュレス決裁

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策は割賦販
売法改正でどう変わるか 11

40 福岡市

Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員

「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方
式運営ガイドライン」及びネットワークゲームの概要につ
いて

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
対応困難相談者への相談対応と，相談員としての心構え

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
旅行をめぐる消費者トラブルの現状

11

40 福岡市
Ｄ-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

国セン 事務職員、相談員
賃貸住宅トラブルの相談に必要な実務の基礎知識

11
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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

40 福岡市
金融マニュアル及び仮想通貨に関する説明会

国セン 事務職員、相談員
金融マニュアル改訂及び仮想通貨に関する説明会

2

40 福岡市
そんぽ消費者安心懇話会

その他 事務職員、相談員
損害保険業の業界団体との意見交換会

2

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 事務職員、相談員

賃貸住宅の消費者トラブル

2

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 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 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
消費者契約法と民法

11

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

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
不動産契約（賃貸）

12

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
情報通信サービスのセキュリティ対策

12

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
独占禁止法と景表法の知識

7

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
キャシュレス決済

7

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
情報通信サービスの仕組み

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
金融商品

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
メンタルセルフケア

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
クレーム対応

4

40 福岡市 消費生活相談等レベルアップ研修 県 事務職員 多重債務相談 2

40 福岡市 平成２９年度消費者教育人材育成研修 その他 事務職員 消費者教育基礎知識 7

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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