
都道府県コード 120006

平成 年度24

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）

（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

合計

（９）商品テスト強化事業

1,691                          

2,148                          

50                              

13,130                        

17,185                        

15,554                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 19,123                        

合計

平成 24 年度 千葉県 事業計画【総括表】

- 2,148                          

62,158                        

49,708                        

11,831                        

105,671                      

（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

21,205                        

-                                

3,762                          

市町村

19,514                        

事業名 都道府県

3,402                          

108,708                      

（３）消費生活相談員養成事業 -                                

13,130                        

2,161                          

244,678                      

13,992                        

139,007                      

-                                

（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

-                                

360                            

-                                -

-                                

402                            

1,938                          

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

452                            

59,000                        

46,604                        

（７）食品表示・安全機能強化事業

-                                

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

法人募集型

消費者行政予算総額

200,355                                                          

自治体参加型

③参加自治体

719,740                                                          

都道府県予算

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

②年間研修総日数

①参加者総数

実施形態

基金取崩し額

34%取崩し割合

管内市町村予算総額

①参加者総数

34                              

244,678                                                          

519,385                                                          



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）

⑨消費者教育・啓発活性化事業

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

委託費 会場借上費 啓発資材購入 謝金 食糧費59 00059 000

360             

各種講座・研修の実施 広報事業の展開

事業の概要

消費生活センターの備品整備による機能強化

50                      

11,831         

360                    

50               

1,691                  

食品の安全性と表示に関する研修会の開催

対象経費事業経費
基金（交付金相当

分）対象経費

講師謝金、委託料、食糧費11,831                

謝金

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

1,691           

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）

105,671             105,671       

多重債務者の生活再建支援事業、県民意識調査の実施

相談員の増員 15,554         

⑨消費者教育 啓発活性化事業

⑩商品テスト強化事業

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

合計

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

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）

⑬消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（連携強化）

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

委託費、会場借上費、啓発資材購入、謝金、食糧費59,000              59,000        各種講座 研修の実施、広報事業の展開

委託料、送料

10                      謝金、書籍購入

17,175                

報酬、社会保険料15,554                

10               

17,175         

事業者指導にかかる事例検討、法執行体制強化



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

パソコン、プロジェクター、DVD等の購入により、相談機能等の強化を図る

（既存）

食品の安全性と表示に関する研修会の開催

県内の市町村相談員等を対象に研修会を4回開催

なし

（強化）

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）
（強化）

県のセンター職員を対象に研修会を開催。また、一般県民、市町村相談員・職員を対象に県内4ヵ所で講座を実施

事業名 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）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

消費生活相談苦情相談アドバイザー会議（月1回）

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）

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

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

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

（強化）

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（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

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

（強化）

専門家を活用して事例検討や助言を求める。

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

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。消費生活に関する県民意識調査を実施する。

（既存）

消費生活の安定及び向上に向け広報・啓発事業等に係るテーマ別企画提案型事業を実施、消費者教育啓発資材の作成、悪質商法撲
滅キャンペーンの展開

（強化）

なし

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

（既存）



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

実施形態

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）

法人募集型

人

研修参加・受入要望

実地研修受入人数

人日

人

自治体参加型

参加者数

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

5        15,554            



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）

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

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、木更津、松戸
市、茂原市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山
市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、八街
市、富里市

19,879         18,646         
相談室整備、備品整備、相談窓口周知広報・資材の作成、
参考図書の購入、相談電話メール受付ポータルサイト構築

案内看板作製、備品整備、参考図書の購入2,148          

相談窓口周知、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） 袖ケ浦市、白井市、山武市 868             868             

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）

3,684          

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、南房総市、匝瑳市、東庄町、大網白里市、
九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、白子町

402             啓発資材作成、講演会の開催

研修参加旅費、受講料

3,402          講師謝金・旅費

1,300          

861             

相談員研修会講師謝金、教材費

千葉市、銚子市、木更津市、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、南房総市、匝瑳
市、香取市、山武市、東庄町、大網白里町、横芝光
町

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

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、流山市、我孫子市

3,528          

千葉市、松戸市、白井市 527             

1,401          

1,420          

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）



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、富津市、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、一宮
町、睦沢町、長生村、白子町、大多喜町

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）

74,041         46,604         

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、富里市、東庄町 622             

相談員報酬、交通費、社会保険、委託料

53,050         

13,130         松戸市、習志野市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、富

49,708         

16,821         消費者庁貸与の検査機器点検等、放射性物質検査委託

622             研修会講師謝金、資料作成、委託料

⑭商品テスト強化事業

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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、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、鎌ケ谷市、君津市、袖ケ浦市、八街市、印西
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、御宿町

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

講師謝金、委託料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、柏市、東庄町、横芝光
町、白子町

1,859          

139,007      合計 177,700      

1,316          



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

対象人員数

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

62      

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

24,109            

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

人

人 千円

対象人員数
（報酬引上げ）

21      

対象人員数計 追加的総費用

71      46,604            



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

34,664            千円 105,671           千円71,007             

①都道府県の消費者行政予算

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

244,678          

千円

105,671          

139,007          

千円

千円

千円

交付金相当分

千円

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

前年度差

30,596             

平成23年度 平成24年度

千円

千円

積増し相当分

千円千円

169,759           千円 200,355           

千円

チェック項目

-

53%

うち基金（交付金相当分）対象外経費

千円

533,567           

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）対象の定数内職員の時間外勤務手当

719,740           ③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

94,684             98,752             千円

139,007           159,902           

703,326           

230,909           千円

千円 380,378           

16,414            

-20,895           

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

-4,068            千円

千円

-14,182           

千円

千円

6,713              

-                  千円

-                    

千円

千円

-

千円 519,385           

34%

27%

13,769            

-

-

-

-

-

-

472,417           千円 475,062           2,645              

-

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 -                    

244,678           

千円-                    千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

うち基金（交付金相当分）対象経費

千円

373,665           

千円 千円

千円

千円



２－２．消費者行政予算について②

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

うち都道府県 人

-                     

475,062           

うち管内市町村 人

千円

うち管内市町村

-                     

-                     

-                     

千円94,684             うち都道府県

人

人

人

千円

千円

千円

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた基金（交付金相当分）対象外経費

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

52.74188316

33.99533165

千円

％

380,378           うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

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

％

％26.76376869



２－３．消費者行政予算について③

千円

千円

千円

-28,953           

152,001           

12,994             

94,684             

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76,718             

千円

千円

千円

千円

519,385           

139,007           

平成20年度 平成24年度

千円200,355           

105,671           

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

367,384           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

491,021           千円

380,378           うち基金（交付金相当分）対象外経費 367,384           千円

千円

千円

719,740           

244,678           

228,719           千円

千円千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 123,637           千円

123,637           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 491,021           千円 千円475,062           

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

千円-15,959           

千円



３．基金の管理

244,678                            千円

千円

千円

千円

千円

289,287                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

千円

平成23年度末の基金残高（積増し相当分）

千円

平成24年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成24年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成23年度末の基金残高（交付金相当分） 242,322                            

平成24年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（積増し相当分）

143                                  

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

平成24年度地方消費者行政活性化交付金（上積み）額 291,500                            

平成24年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

平成24年度末の予定基金残高（交付金相当分）

-                                     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

人

人

平成23年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

③就労環境の向上

平成23年度末うち委託等の相談員

平成23年度末

平成23年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

平成24年度末予定

平成24年度末予定

相談員数

21       

21       相談員総数

相談員数

相談員数

21       

平成24年度末予定

平成24年度末予定 人

21       人


