
都道府県コード 120006

平成 年度22

千葉県 事業計画



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

２．消費者行政予算及び今年度の基金取崩し額 （単位：千円）

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

15,435                        

（８）消費者教育・啓発活性化事業

（11）一元的相談窓口緊急整備事業

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

山武市,横芝光町

法人募集型

1,909                          

合計

145                            

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 197,815                                                          

都道府県予算

消費者行政予算総額

合計

197,815                      

-                                

70,418                        

-                                

2,260                          

15,615                        22,434                        

3,811                          

39,555                        

平成

事業名

22 年度 千葉県

都道府県

43,720                        

-                                

12,278                        754                            

3,484                          5,744                          

3,159                          2,839                          

市町村

事業計画【総括表】

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

3,811                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業

（７）食品表示・安全機能強化事業

千葉県、白井市、山武市

管内全体の研修参加

25%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

3              

550          ②年間研修総日数

11            

4,165                          

（３）消費生活相談員養成事業

（４）消費生活相談員等レベルアップ事業

（５）消費生活相談窓口高度化事業

11,524                        

-

（１）消費生活センター機能強化事業

（２）消費生活相談スタートアップ事業

320                            

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

150          

2,845                          

1,764                          

784,123                                                          

-

127,397                      

15,435                        -                                

49,911                        

38,049                        

499,607                                                          

2,845                          

-                                

70,865                        

284,516                                                          

-                                -                                

20,954                        



１．今年度に都道府県が実施する活性化事業（交付金相当分） （単位：千円）

委託費、会場使用料、資材購入費、謝金、食糧費、

機器購入費

20,954               

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業 商品テスト機器の購入

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

55              

合計

15,615               

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑭消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（事業者指導、法執行強化） 法執行体制強化

70,418              70,418        

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

研修会の実施

4,165                 

11,524               

4,165          

320                   

講師謝金,委託料

11,524        相談員養成の実務的研修の開催

15,435        

2,260                 

各種講座・研修の実施、広報事業の展開 20,954        

講師謝金320             

15,435               

15,615        報酬、社会保険料

対象経費

研修実施の委託料（講師謝金・旅費、教材費、研修参
加支援）

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

資材作成費

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

事業名

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業の概要

窓口周知の啓発資材を作成

困難事例への専門家への助言指導、事例検討会

別表１ 都道府県実施事業分

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

2,260          

90                     会場使用料、謝金、食糧費、印刷代

相談員の増員

多重債務相談会の実施、生活再建相談事業受託団体の
選定

55                     備品購入

90              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）必要な備品を購入し事業者指導を強化する。

相談員の研修も兼ねた多重債務無料相談会　6回開催

相談員の研修も兼ねた多重債務無料相談会　８回開催　平成23年度から新たに生活再建相談事業を開始するために受託団体を選定
する

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

なし

相談員16名雇用

消費生活苦情相談アドバイザー会議（月1回）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業

相談員１9名雇用

消費生活に関する知識の習得のための講座の実施、消費生活の安定及び向上に向け広報・啓発事業等にかかる県民提案型委託事業
を実施、消費者教育啓発資材の作成

（強化）

（既存）

⑧食品表示・安全機能強化事業

事業名

困難事例への専門家の助言指導（新たに年8回）

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

（既存）

⑭消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化）

なし

県のセンター職員を対象に研修会を開催（強化）

管内市町村からの要望をふまえ、14名を養成するための実務的研修の開催

窓口周知のための啓発資材（マグネット）を作成する

（既存）

（強化）

備品の購入（ヘッドセット、ICレコーダー、マイク･アンプセット）により、相談機能等の強化を図る

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（強化）

（既存）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（強化）

悪質商法等にかかるリーフレットを作成

県内の市町村相談員等を対象に研修会を4回開催（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

なし

遺伝子組み換え食品の確認検査を迅速に行うために、検査精度が高く短時間で多くの検査が可能なリアルタイムPCRシステムを導入す
る

①消費生活センター機能強化事業（増設）

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）



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

４．一元的相談窓口緊急整備事業実施計画（都道府県分。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円5      15,615            

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

5      7,540             

11    

年間実地研修受入総日数 84    

人

自治体参加型 法人募集型実施形態

研修参加・受入要望

実地研修受入人数人

年間研修総日数 人日

参加者数

人日



１．今年度に管内の市町村が実施する活性化事業の総額（交付金相当分）

127,397      

千葉市・木更津市・佐倉市・柏市・東庄町・横芝光町 2,093          

158,790      合計

2,099          

千葉市・市川市・船橋市・野田市･習志野市・市原
市・浦安市・四街道市・八街市・富里市

3,043          

1,371          講師謝金、⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

⑱消費者行政活性化オリジナル事業（事業者指導、法執行強化） -                

-                

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

-                

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

木更津市・茂原市・成田市・東金市・旭市・柏市・市
原市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市・袖ケ浦
市・八街市・印西市・白井市・富里市・匝瑳市・香取
市・山武市・東庄町・睦沢町･白子町

393             

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

22,434        相談員報酬、交通費、社会保険、委託料

-                

36,780        

-                

-                -                

62,622        49,911        

-                

研修会講師謝金、資料作成、銚子市・富里市・東庄町 393             

千葉市・銚子市・市川市・船橋市・木更津市・松戸
市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭
市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我
孫子市・鴨川市・鎌ケ谷市・君津市・浦安市・四街
道市・袖ケ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・
匝瑳市・香取市・山武市・酒々井町・栄町・東庄町・
大網白里町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・
白子町・御宿町

-                

啓発資材作成・配布、消費者講座開催、備品整備、

-                

千葉市・銚子市・松戸市・柏市・流山市・八街市 2,956          2,845          

⑨消費生活相談窓口高度化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑪広域的消費生活相談機能強化事業（拡充）

⑩広域的消費生活相談機能強化事業（新設）

2,839          講師謝金・旅費

啓発資材作成、講演会の開催

新たに相談員養成3名・研修参加支援（報酬・旅費）

研修参加旅費、受講料

2,361          相談員研修会講師謝金、教材費

1,123          

754             

概要

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名 実施市町村 事業経費計
基金（交付金
相当分）対象
経費計

3,811          

-                

移転先センターの改修、相談室整備、備品整備、センター案
内看板作成、相談窓口周知広報・資材の作成、参考図書の
購入、電話増設、

-                

備品整備、参考図書の購入

38,646        

-                

①消費生活センター機能強化事業（新設） 旭市・印西市 909             

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

千葉市・銚子市・木更津市・茂原市・成田市・旭市・
習志野市・柏市・市原市・流山市・我孫子市・鎌ケ
谷市・袖ケ浦市・白井市・富里市・香取市・山武市・
栄町・東庄町・大網白里町・横芝光町・一宮町・睦
沢町

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
千葉市・市川市・船橋市･木更津市・野田市・成田
市・習志野市・柏市・市原市・流山市・我孫子市・浦
安市・四街道市・八街市・富里市

39,290        

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 山武市・横芝光町

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
千葉市・船橋市・松戸市・佐倉市・流山市・我孫子
市･八街市

2,645          

⑧消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援）

974             

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
茂原市･鴨川市・鎌ケ谷市・袖ケ浦市・白井市・匝瑳
市・香取市・山武市・酒々井町・栄町･東庄町・横芝
光町・睦沢町・長生村・白子町・御宿町

4,986          

909             備品整備、参考図書の購入

-                ②消費生活センター機能強化事業（増設）



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

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

人 人時間／年

人

人 千円51    22,434            

対象人員数
（報酬引上げ）

12    

対象人員数計 追加的総費用

人

16    

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡

大）

追加的総業務量（総時間）

42    12,927            

研修参加・受入要望

参加者数

年間研修総日数 150   人日 年間実地研修受入総日数

3      人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人日

実地研修受入人数 2      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち基金（交付金相当分）取崩し額

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

千円

千円 -                    

197,815           

千円

365,863           

千円

千円

506,002           千円 586,308           80,306            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

60,824            

67,171             

137,053           

6,347              

127,397           

499,607           

千円 214,098           

チェック項目

-

25%

-

-

千円

千円

千円 -

千円

-

-

25%千円

千円

千円

56,747            

-                    

-

25%千円

千円

千円

-

千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

千円

-                    

千円

141,068           

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

432,436           

372,210           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

前年度差

73,959            千円

千円 69,882             

-                    千円

千円-4,077            千円 70,418             千円

千円 284,516           

784,123           647,070           

66,573             

別表３ 基金の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

うち基金（交付金相当分）対象経費

214,634           

千円

交付金相当分 197,815          

千円

70,418            

127,397          

平成21年度 平成22年度

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち基金（交付金相当分）対象外経費

140,139           

74,495             

①都道府県の消費者行政予算



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

人

-                                     

平成22年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成22年度末の予定基金残高（積増し相当分）

455                                  千円

千円

19       相談員総数

-                                     千円

千円

平成22年度末の予定基金残高（交付金相当分） 436,917                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成22年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

研修機会の拡充により相談員の支援体制の充実を図る

困難事例に対する助言・事例検討の拡充、県消費者行政審議会苦情処理部会の積極的運
用により、相談現場の負担軽減を図る

千円

平成21年度末の基金残高（交付金相当分） 634,277                            

平成22年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

750,000                            設置当初の基金残高（交付金相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

千円

千円

うち委託等の相談員 平成21年度末

消費生活相談員の配置

相談員数

平成21年度末 相談員総数

平成22年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

16       

相談員数

平成21年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成21年度末

平成21年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

平成22年度末予定16       

197,815                            

消費生活相談員養成事業・消費生活専門研修を実施することにより、消費生活相談員を養成
し、相談体制を整備拡充することにより相談員の負担軽減を図る

具体的内容

人相談員数 相談員数平成22年度末予定

人

平成22年度末予定 人

相談員数

相談員数

19       平成22年度末予定

３．基金の管理


