
都道府県コード 120006

平成 年度23

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）

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

6,862                          

203,745                      

-                                

管内市町村予算総額

取崩し割合

-                                

（９）商品テスト強化事業

156,930                      

3,990                          

1,637                          

①参加者総数

29                              

5,814                          

203,745                                                          

529,757                                                          

46,815                        

703,142                                                          

17,081                        

実施形態

基金取崩し額

1,587                          

1,804                          

（10）地方苦情処理委員会活性化事業 -                                

29%

46,189                        

③参加自治体

-                                

（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

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

480                            

-                                -

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

②年間研修総日数

①参加者総数

②年間研修総日数

（７）食品表示・安全機能強化事業

28,651                        

事業名 都道府県

3,178                          

643                            

4,153                          

（３）消費生活相談員養成事業

8,139                          

- 4,153                          

（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

市町村

23 年度 千葉県

29,294                        

-                                

50                              

4,861                          

3,658                          

-                                

3,278                          

15,700                        

法人募集型

自治体参加型

65,218                        

都道府県予算

事業計画【総括表】

合計

平成

71,032                        

消費者行政予算総額

173,385                                                          

合計

（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 61,889                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業

2,872                          

15,277                        



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）

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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

事業名

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

講師謝金

10               

15,225         

3,990          

消費生活ネットワークの強化

事業者指導にかかる事例検討、法執行体制強化

備品等購入

困難事例への専門家の助言指導、事例検討

研修会の実施

講師謝金

643             

42                     

4,861                 

3,990                 

会場借上費

報酬、社会保険料

機器購入費

委託費、会場借上費、啓発資材購入、食糧費5,814                 

対象経費事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

講師謝金、委託費、会場借上費、食糧費

謝金、印刷代、会場借上費、委託料

10                     謝金

15,225               

事業の概要

消費者センターの備品整備による機能強化

50                     

4,861          

480                    

50               

643                    

5,814          

480             

各種講座・研修の実施、広報事業の展開

食品表示にかかる相談員対象の研修を実施

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）

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

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業 15,700               

42               

46,815        

事業者の自主的な取り組みの促進、多重債務者の生活
再建支援事業

相談員の増員 15,700         

46,815              



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

なし

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）

家庭用品等の製品事故の際に、破損部分を拡大して原因等の調査を行うため、画像解像度が高いマイクロスコープを購入する

なし

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

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）

⑧食品表示・安全機能強化事業

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）悪質商法等にかかるリーフレットを作成

（強化）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）

消費生活の安定及び向上に向け広報・啓発事業等に係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

消費生活相談苦情相談アドバイザー会議（月1回）

（強化）

県のセンター相談員を対象に研修会を開催。また、一般県民等を対象に相談員養成のための基礎的な講座を実施

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

（既存）

（既存）

なし

（強化）

事業名

困難事例への専門家への助言指導（新たに年7回）

なし

（強化）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

事業者の苦情処理体制や自主行動基準作成など、自主的取組みを促進するための方策について検討するための委員会を設置し、
事業者向けのリーフレットを作成する。多重債務者等を対象に、生活再建に向けたフォローアップができる相談支援業務を行う。

（強化）

（既存）

（強化）

専門家を活用して事例検討や助言を求め、法執行体制を強化する。

県センター相談員を対象に研修会を開催

センターに展示するパネル製作、相談対応参考書籍の購入により、相談機能等の強化を図る

県内の市町村相談員等を対象に研修会を4回開催

なし

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

消費生活の安定及び向上に関する取り組みを進める消費者団体や行政機関等との連携を強化し、それぞれの取組み及び協働の促
進を図るために各種会議を開設する。

（既存）

（既存）相談員16名雇用　相談時間月～金　9：30～12：00、13：00～16：00

相談員19名雇用　相談時間月～金　9：00～16：30、土9：00～16：00
⑫一元的相談窓口緊急整備事業

なし

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）



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

対象人員数計 追加的総費用

5       15,700            

参加者数

人日

人

自治体参加型

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

実施形態 法人募集型

人

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

7,540              

年間研修総日数 人日

5       

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）



１．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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）

富津市、袖ケ浦市、白井市、南房総市、匝瑳市、
香取市、山武市、東庄町、大網白里町、九十九里
町、横芝光町、一宮町、睦沢町、白子町、大多喜
町、御宿町

6,009          

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）

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

3,277          

千葉市、銚子市、松戸市、流山市 1,789          

2,346          

2,248          

千葉市、銚子市、木更津市、野田市、茂原市、成
田市、旭市、習志野市、市原市、流山市、我孫子
市、鎌ケ谷市、袖ケ浦市、白井市、富里市、匝瑳
市、香取市、山武市、東庄町、大網白里町、横芝
光町

③消費生活センター機能強化事業（拡充）

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑫食品表示・安全機能強化事業

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）

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、野田市、旭
市、習志野市、市原市、浦安市、四街道市、八街
市、富里市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

相談室整備、案内看板作製、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）

①消費生活センター機能強化事業（新設） 茂原市、鎌ケ谷市、君津市 8,449          8,371          

相談窓口周知、案内看板作製、備品整備、参考図書の購入4,153          

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野
田市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、浦
安市、八街市、富里市

20,569        20,280        
移転先センターの改修、相談室整備、備品整備、センター
案内看板作製、相談窓口周知広報・資材の作成、参考図書
の購入、電話増設、

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

3,178          講師謝金・旅費

2,116          

1,162          

相談員研修会講師謝金、教材費

啓発資材作成、講演会の開催

研修参加旅費、受講料

1,587          



⑬消費者教育・啓発活性化事業

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、富津
市、浦安市、袖ケ浦市、八街市、白井市、富里市、
南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、東
庄町、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光
町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、大
多喜町、御宿町

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

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 食品の放射性物質検査の実施

778             研修会講師謝金、資料作成、

2,872          旭市、富里市

65,218        

2,872          

啓発資材作成・配布、消費者講座・講演会開催、備品整備、

銚子市、旭市、富里市、東庄町 778             

相談員報酬、交通費、社会保険、委託料

69,025        

⑯一元的相談窓口緊急整備事業

船橋市、館山市、木更津市、松戸市、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、君津市、袖ケ浦市、八街市、白井
市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、東
庄町、大網白里町、九十九里町、一宮町、睦沢
町、長生村、白子町、大多喜町

1,026          

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）

72,604        46,189        

156,930      合計 191,714      

講師謝金、⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
千葉市、船橋市、木更津市、佐倉市、柏市、東庄
町、横芝光町

1,748          



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

対象人員数計 追加的総費用

73      46,189            

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）

法人募集型

26,890            

人

人日年間研修総日数 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

対象人員数
（報酬引上げ）

20      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 人

61      



１．今年度の基金取崩し予定額

　

２．消費者行政予算について

千円212,417           

529,757           

千円80,600             -33,785           

-

交付金相当分

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

156,930           

126,570           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

①都道府県の消費者行政予算

別表３ 基金の管理等

203,745          

千円

46,815            

156,930          

千円

千円

千円

703,142           810,687           

千円

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

平成22年度 平成23年度

千円293,017           千円 173,385           

46,815             千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円390,285           

うち基金（交付金相当分）対象経費 127,385           

千円 372,827           

203,745           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

積増し相当分

-                    

千円

-

千円

-

千円 -

-

29%

30%

千円

チェック項目

-

27%

-

-

-17,458           

前年度差

-119,632          千円

-85,847           

千円

-                    

千円

千円

29,545            

12,087             

-107,545         千円

-103,305         うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

602,702           千円 499,397           

千円-                    

207,985           

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

517,670           

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 -                    

-4,240            



２－２．消費者行政予算について②

人

人

人

人

千円

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                     人

うち都道府県

％

％29.62301584

27.00060559

うち管内市町村 人

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

-                     

499,397           

-                     

-                     

28.97636608

千円

千円

％

372,827           

126,570           

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

千円

千円

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

-                     

⑤消費者行政予算総額に占める基金（交付金相当分）取崩額割合



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

126,570           

529,757           

372,827           

126,570           

うち基金（交付金相当分）対象経費

増減額

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 千円

千円173,385           

千円

千円

千円

千円

529,757           

156,930           

平成20年度 平成23年度

千円173,385           

46,815             

千円

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等

千円

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額 千円

千円

-                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象外経費 -                     千円 千円499,397           

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

-                     千円

372,827           うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

千円

千円

703,142           

203,745           

703,142           千円

千円千円

千円499,397           

千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

①都道府県の消費者行政予算 -                     千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円



４．都道府県の消費生活相談員の配置について

人

人

人

人

５．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員総数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

-                                     

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分）

人

人平成23年度末予定

千円

千円

相談員数

相談員数

具体的内容

平成22年度末 平成23年度末予定 相談員数相談員数

平成22年度末の基金残高（積増し相当分）

平成22年度末

平成22年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成22年度末

④その他

処遇改善の取組

○

○

千円

750,000                            

240,067                            

３．基金の管理

千円

203,745                            千円

①報酬の向上

平成23年度末予定

千円

19       

平成23年度末予定

うち委託等の相談員

相談員数

千円

②研修参加支援

③就労環境の向上

平成23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22年度末の基金残高（交付金相当分） 443,472                            

21       相談員総数

21       

-                                     

平成23年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成23年度末の予定基金残高（積増し相当分）

340                                  千円

千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

設置当初の基金残高（積増し相当分）

人

19       人


