
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 環境生活部県民生活課 課長名 齋藤ひろみ 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 近年の商取引・商品の多様化等から、消費者をめぐる契約上のトラブルが年々増加しています。また、「振り込め

詐欺」（オレオレ詐欺、架空請求詐欺等）をはじめ、高齢者を狙った悪質な訪問販売や違法金利や悪質な取立てを行

うヤミ金融の被害も後を絶ちません。 

 こうした被害をなくし、県民が安心して消費生活を送ることができるよう、県としては、高齢者を中心とした消費

者教育啓発事業の実施や相談体制の充実を図るとともに、不当取引等防止事業を実施します。  

２ 施策の概要 

施策名 安心な消費生活の確保 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ ７ － １

アクションプラン 
における位置付け 

14 生活者としての県民の安全・安心の確保と体制整備 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
７ くらしを守るちから 
(4) 消費者対策と食・健康の安全 
① 安全・安心な消費生活 

関係
課名

建設・不動産業課、警察本部 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

消費生活相談件数 
９５，５６３件

（１６年度）

相談者に適切に対応

します。 

（１８年度） 

相談者に適切に対応し

ました〔49,824件〕 

（１８年度） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

県民一人ひとりがさらに、契約のリスク等を認識することは、消費者被害の未然防止の達成

を強く促進すると考えられます。 

 

目標の 

達成状況総括 

安心な消費生活の確保に向けて、概ね順調に進んでいます。具体的には、①講演会・講座の

実施やホームページ、市町村広報誌を活用した情報提供などにより、消費者教育啓発事業を総

合的に推進したことや高齢者の被害防止のための啓発を行ったこと、②相談員の資質向上を目

的とした研修会の実施や市町村、警察との情報交換を行う連絡会議を実施するなど、相談体制

の充実を図ったことやヤミ金融を含む消費者金融相談（ヤミ金融無料相談会）を行ったこと、

③特定商取引に関する法律や不当景品類及び不当表示防止法等の各種法令に基づき、広域的な

悪質事業者に対しては、「四都県悪質事業者対策会議」を通じて合同指導や処分を行ったことな

どが挙げられ、消費者意識の醸成を図るとともに消費者の自立を支援しました。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

６，２８４ ３，７３２ 

金額

４，３３２ ２，３２９ 

２．３ ４．２ 

Ⅰ 

（消費者教育啓発事業の推進） 

 消費生活をめぐる契約上のトラブルの未然防止・拡大防止

を図るため、県消費者センターと連携し、広く県民を対象に

した講演会、講座を実施するほか、ホームページや市町村啓

発誌等を活用して消費者情報を提供するなどの消費者教育

啓発事業を実施していきます。 

 また、民生委員、ケアマネージャー等の高齢者周辺の者に

対する消費者被害防止のための情報提供や啓発により、高齢

者の被害防止を図っていきます。 

人員

３．５ ４．２ 



２７，１０６ ２８,０６９ 

金額

２７，０４２ １８，５９４ 

４．５ ４．８ 

Ⅱ 

（相談体制の充実） 

 商取引・商品の多様化に伴う消費生活相談や違法な取立て

を行うヤミ金融に係る相談の増加に対応するため、相談体制

を充実する必要があることから、相談員の資質向上を目的と

した研修会や県消費者センター、市町村、警察が連携し情報

交換を行う連絡会議等を実施します。 

 また、すべての市に消費生活センターが設置されるよう、

引き続き要請するなど、相談体制の整備を図っていきます。

人員

２．８ ２．８ 

３４１ ３４１ 

金額

１４１ １８０ 

３．２ １．０ 
Ⅲ 

（不当取引等防止事業の実施） 

 不当な取引方法を用いている事業者や不当な表示等によ

り消費者を誘引している事業者に対し、各種法令に基づき指

導、処分等を行います。また、悪質商法等の発生情報を迅速

に提供するとともに、広域的な悪質事業者に対しては、「四

都県悪質事業者対策会議」を通じて、合同指導や処分を行う

など監視・指導を強化します。 

さらに、「四都県公告表示等適正化推進協議会」を活用し

て、表示等の適正化を推進していきます。 

人員

１．７ １．０ 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

消費者教育講座参加者数 
５，８４４名 

（１６年度） 

１５，０００名 

（１８年度） 

６，９８８名 

（１８年度） 
Ｂ

Ⅰ 

高齢者の被害防止のための啓発 

リーフレット配布 

８，０００部 

講演会  １０回 

（１７年度） 

啓発の推進に取り 

組みます。 

（１８年度） 

リーフレット配布 

７７，５００部 

講演会  ４３回 

（１８年度） 

Ａ

消費生活相談員研修会出席者数 
２２１名 

（１６年度） 

５００名 

（１８年度） 

３０３名 

（１８年度） 
Ｂ

市町村相談体制の整備 

消費生活センター設

置数 １７市 

（１７年度） 

消費生活センター及

び相談窓口の設置を

要請していきます。 

（１８年度） 

消費生活センター及

び相談窓口の設置を

要請しました。 

（１８年度） 

ＢⅡ 

ヤミ金融無料相談会 
１回 

（１７年度） 

２回 

（１８年度） 

１回 

（１８年度） 
Ｂ

Ⅲ 
特定商取引法に基づく事業者指

導・処分件数 

指導４件 

処分１件 

（１６年度） 

 適切な指導に取り  

組みます。 

（１８年度） 

指導１１件 

処分２件 

（１８年度） 

Ａ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 消費者教育啓発事業の推進 

  高齢者は、他の年代と比べ訪問販売に関する相談の割合が高く、高齢者を狙った悪質商法による消

費者被害を未然に防止するため、高齢者の周辺の者が協働して注意を払えるよう、広報啓発に取り組

む必要があります。 

Ⅱ 相談体制の充実 

  消費者にとって消費生活に関する相談や苦情処理が迅速に図られるためには、身近な市町村すべて

に相談窓口が設置される必要があります。また、ヤミ金融を含む消費者金融相談は、減少傾向にある

ものの、依然としてヤミ金融被害が多いため、警察等との連携や相談員研修の充実を図り、あわせて

多重債務問題への対応を行う必要があります。 

Ⅲ 不当取引等防止事業の実施 

悪質な事業者による消費者被害の防止を図るため、不当な取引を用いている事業者や不当な表示等

により消費者を誘引している事業者に対し、特定商取引に関する法律や不当景品類及び不当表示防止

法などの各種法令に基づき、指導、処分等を行っているところでありますが、こうした事業者による

被害が後を絶たないため、引き続き各種法令に基づく指導等が必要です。 



今後の 

施策展開 

Ⅰ 消費者教育啓発事業の推進 

  消費者トラブルや詐欺行為の未然防止・拡大防止を図るため、引き続き県消費者センターと連携し

た講演会・講座を実施するとともに、ホームページや市町村消費者啓発誌などを活用して消費者情報

を提供するなど、より効果的な広報啓発を実施し、消費者の自立を支援します。 

  また、日頃から高齢者に接する機会の多い民生委員、ケアマネージャー等へ消費者被害防止のため

の情報提供や啓発を行うなど、高齢者の消費者被害防止を図っていきます。 

Ⅱ 相談体制の充実 

  複雑化する県民からの消費生活に係る相談、ヤミ金融や多重債務問題に係る相談に的確・迅速に対

応するため、引き続き、市町村、警察等との情報交換会の開催や、相談員の資質向上のための研修会

を実施するとともに、その内容の充実を図っていきます。あわせて、事業者に対する指導も継続して

実施していきます。 

  また、すべての市に消費生活センターが設置されるよう、引き続き働きかけるなど、相談体制の整

備を図っていきます。 

Ⅲ 不当取引等防止事業の実施 

  悪質な事業者による消費者被害の防止を図るため、引き続き、不当な取引を用いている事業者や不

当表示等により消費者を誘引している事業者に対し、特定商取引に関する法律や不当景品類及び不当

表示防止法等の各種法令に基づき、指導、処分等の対応を図っていきます。また、悪質商法等の発生

情報や手口を市町村、マスコミを通じて迅速に提供するとともに、広域的な悪質事業者に対しては、「四

都県悪質事業者対策会議」を通じて、合同指導や処分を行うなど、監視・指導を強化します。 

さらに、「四都県公告表示等適正化推進協議会」の活用により、広域的、効果的な表示等の適正化を

推進していきます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

 

（主な活動内容） 

当初予定 結 果 

時期 内 容 時期 内 容 

４月 

～６月 

・消費者行政審議会の開催（通年） 

・消費者情報の提供（通年） 

・消費者自立支援講座（通年：若者・高齢者

を重点的に実施） 

・消費者自立支援講座（フォーラム）（年２

回） 

・高齢者周辺の者への啓発等（通年） 

・学校における消費者教育推進連絡会の開催

（４月） 

・新任校長研修会の開催（６月） 

・商品テスト事業（通年） 

・金融広報事業（通年） 

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相

談員研修会の開催（５月） 

・消費者情報オンラインシステムの運用（通

年） 

・消費生活相談の実施（通年） 

・センター未設置市・相談員未設置町村へ設

置要請（通年） 

・事業者指導・処分（通年） 

・四都県悪質事業者対策会議の開催（通年）

・悪質商法等の発生情報の提供（通年） 

・貸金業者立入検査（５月から） 

・貸金業者への指導・監督（通年） 

・四都県公告表示等適正化推進協議会の開催

４月 

～６月

・消費者行政審議会の開催（通年） 

・消費生活相談員へ情報提供（消費者行政通信）

・消費者自立支援講座（通年：若者・高齢者を重

点的に実施） 

・消費者フォーラムｉｎ千葉の開催（７月） 

・高齢者周辺の者への啓発等（通年） 

・学校における消費者教育推進連絡会開催(4月)

・教員向け消費生活講座の開催(４月) 

 

・新任校長研修会の開催（６月） 

・商品テスト事業（通年） 

・金融広報事業（講習会を５９回開催） 

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相談員

研修会の開催（５月） 

・消費者情報オンラインシステム(ﾈｯﾄﾜｰｸ)の運用

（通年、操作研修会を２回開催） 

・消費生活相談の実施（通年） 

・センター未設置市・相談員未設置町村へ設置要

請（通年） 

・事業者指導・処分（通年） 

・四都県悪質事業者対策会議の開催（通年） 

・悪質商法等の発生情報の提供（通年） 

 

・貸金業者への講習会（８回開催） 

・四都県公告表示等適正化推進協議会の開催（通



（通年） 

・消費生活協同組合の育成・指導（通年） 

年） 

・消費生活協同組合の育成・指導（通年） 

７月 

～９月 

・公開講座（教員対象）の開催（８月） 

・消費者被害防止協議会の開催（７月） 

・貸金業者立入検査 

・ヤミ金融無料相談会の開催（９月） 

７月 

～９月

・公開講座（教員対象）の開催（８月） 

 

・貸金業者立入検査（８月から） 

 

10月 

～12月 

・消費者大学の開催（１０日間） 

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相

談員研修会の開催（１１月） 

・悪質商法被害者支援研究会の開催（１０月）

・貸金業者立入検査 

・学校における消費者教育推進連絡会の開催

（１０月） 

10月 

～12月

・消費者大学の開催（１６回） 

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相談員

研修会の開催（１１月） 

・悪質商法被害者支援研究会の開催（１０月） 

・貸金業者立入検査（８月から） 

・教員向け消費生活講座の開催(１０月) 

 

１月 

～３月 

・消費者自立支援講座（フォーラム）の開催

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相

談員研修会の開催（２月） 

・貸金業者立入検査（１月まで） 

・ヤミ金融無料相談会の開催（２月）  

 

１月 

～３月

・消費者ミニフォーラムの開催（１月） 

・市町村消費者行政担当職員及び消費生活相談員

研修会の開催（１月） 

・貸金業者立入検査（１月まで） 

・ヤミ金融無料相談会の開催（２月）  

・消費者被害防止協議会の開催（３月） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 消費者教育啓発事業の推進 

  消費者被害等の未然防止・拡大防止等を図るには、悪質商法の事例や対処方法など消費生活知

識を広く県民に啓発することが重要です。そのため、県消費者センターと連携した講演会・講座

を実施するとともに、ホームページや市町村消費者啓発誌などを活用して消費者情報を提供する

など、啓発事業を実施し、消費者意識の醸成を図るとともに消費者の自立を支援しました。 

  その結果、18年度の相談件数は 49,824 件で、前年度 55,169 件に比べ 5,345 件（9.6％）減少

しました。また、千葉県消費者情報オンラインネットワークシステムによる若年層（20歳代以下）

の相談件数の割合は19.7％となり、前年度（23.3％）に比べ3.6ポイント減少しました。しかし

ながら、高齢者（60 歳代以上）の相談件数の割合は 21.2％となっており、前年度（20.5％）に

比べ0.7ポイント増加しました。 

Ⅱ 相談体制の充実 

  複雑化する消費生活相談やヤミ金融に係る相談に的確・迅速に対応するため、引き続き市町村、

県警等との情報交換会を開催したほか、相談員への事例研究会を毎月実施するとともに研修会を

実施するなど、相談員の資質向上を図ることができました。 

また、市町村における消費生活相談体制の整備を図るため、その体制の強化・拡充に関して引

き続き要請に努め、専門相談員が配置された市は35市となりました。 

Ⅲ 不当取引等防止事業の実施 

  不当な取引を用いている事業者や不当表示等により消費者を誘引している事業者に対し、特定

商取引に関する法律や不当景品類及び不当表示防止法等の各種法令に基づく指導、処分等を行う

など、悪質事業者への監視指導に努め消費者被害の防止を図りました。 

また、悪質商法等の被害の拡大防止を図るため、その発生情報や手口、相談内容を市町村に通

知するネットワークを活用して迅速に提供するとともに、広域的な悪質事業者に対しては、「四

都県悪質事業者対策会議」を通じて、合同指導や処分を行うなど、監視・指導を強化しました。

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 
 



残された 

課題 

Ⅰ 消費者教育啓発事業の推進 

高齢者の相談件数の割合が増加していること、また若年層の相談件数の割合は減少したもの

の、まだ全体の相談件数の約４割を占めていることから、事業者の巧妙化・悪質化した手口等も

踏まえこれらの年齢層に応じたより効果的な広報啓発を推進することが必要です。 

Ⅱ 相談体制の充実 

市町村への相談体制の整備強化に関しては、全体的に不十分であることから引き続き消費者保

護を図る上から、その拡充要請が必要です。 

Ⅲ 不当取引等防止事業の実施 

  不当取引に対する事業者指導に迅速な対応を行う上から、一層の体制強化が必要です。 

方向性 

□Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ □Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ □Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ □Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 消費者教育啓発事業の推進 

若年層への消費者教育は、国の動きを踏まえながら教育委員会と連携の上、研修会等を開催す

るなど悪質事業者等による被害の防止に取組みます。高齢者への消費者教育は、悪質商法等によ

る被害の防止のため国の高齢者ネットワーク事業の活用を図るとともに、高齢者行政部門や福祉

団体等と連携を強化して支援の講座・講習会を開催するなど各種広報啓発活動を進めます。 

Ⅱ 相談体制の充実 

複雑化する消費生活やヤミ金等に係る相談に的確・迅速に対応するため、相談員の資質向上の

ための研修会を実施するとともに、多重債務問題対策のために関係機関と連携し、相談体制のネ

ットワークの構築、金融経済教育等を導入し、問題の解決に努めます。市町村の相談体制の整備

強化に関し、引き続きその拡充要請を行い相談体制の強化・充実を図っていきます。 

Ⅲ 不当取引等防止事業の実施 

  不当取引を行う事業者や不当表示により消費者を誘引する事業者に対しては、特定商取引に関

する法律等の法令に基づいた指導・処分に努めるとともに、県消費者センターの事業者指導の強化

を図ります。 

 

 
（二次評価結果） 

□Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

今後、相談内容の質的変化を踏まえて、高齢者対策、多重債務者対策を拡充する必要がある。また、市町村体制の

充実・強化が求められる。 

 

 


