
平成 年度21

埼玉県 事業計画

都道府県コード 110001



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）

（９）商品テスト強化事業

51,000                        

合計

（８）消費者教育・啓発活性化事業 40,680                        

4,597                          

221                            

合計

15,662                        

-                                -                                

36,000                        

7,642                          

36,279                        

10,320                        

-                                

6,632                          

221                            

168,274                      

-                                

64,176                        

1,010                          

989                            989                            

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

3,202                          5,588                          

2,587                          2,107                          

-

104,098                      

4,597                          

（11）一元化相談窓口緊急整備事業 -                                

事業計画【総括表】

事業名 市町村都道府県

平成 21 年度 埼玉県

（７）食品表示・安全機能強化事業

15,662                        

30,545                        43,709                        （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

279                            

2,386                          

13,164                        

（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

（６）広域的消費生活相談機能強化事業

-                                

480                            

-

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

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

都道府県予算

消費者行政予算総額

259,209                                                          

②年間研修総日数

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 168,274                                                          

374,193                                                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

③参加自治体

①参加者総数

管内全体の研修参加

③実地研修受入自治体

①参加者総数

②年間研修総日数

27%

633,402                                                          



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）

2,665
管内の相談員及び相談担当行政職員を対象とした研修
の開催（７コース、計２５日間）

事業名 事業の概要

消費生活支援センターの拡充（平成２１年７月以降予定）
相談窓口の周知

⑦消費生活相談窓口高度化事業 480
弁護士の活用（月２回×６か月）
一級建築士の活用（月２回×６か月）

相談員の県内研修への参加支援（延べ８５名）
国セン主催研修への参加支援（２１名）

謝金

537

480

2,665

対象経費

旅費、参加負担金

事業経費

13,164         

基金（交付金相当
分）対象経費

別表１ 都道府県実施事業分

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）

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

講師謝金、会場借上料、教材費

537

相談用事機器、書籍の整備、路線バス車内広告広告
費

13,164                

64,176        

商品テスト機器の整備

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

64,176               

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）

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

1,010

級建築士の活用（月２回×６か月）

食品表示・安全に関する講演会の開催 1,010

消費者被害防止サポーター養成費用（講師謝金、会場借上料、教材費、サポー
ター活動応援用資材整備費）、FMラジオスポットＣＭ広告費、消費者団体訴訟制
度パンフレット作成費

商品テスト機器の購入費用

消費者教育強化のためのボランティアの育成、消費者被
害防止のための広報強化

10,320         10,320                

合計

⑮消費者行政活性化ｵﾘｼﾞﾅﾙ事業（その他）

⑧食品表示・安全機能強化事業 講師等謝金、会場借上料、教材費、看板代

36,000         36,000                



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（強化）

（既存）

⑦消費生活相談窓口高度化事業

国セン主催研修参加支援（２１名増、計３８名）、県主催研修参加旅費支援（延べ８５名）

弁護士の活用（面談１８回、電話４８回）

（強化）

（既存）
②消費生活センター機能強化事業（拡充）

国セン主催研修参加支援（１７名）、県主催研修は相談員の自費で参加（既存）

（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

管内の相談員を対象とした研修を２０日開催

弁護士の活用（面談１２回増、計３０回）、一級建築士の活用（１２回）

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）

⑤消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
管内の相談員を対象とした研修を２０日増、新たに相談担当行政職員を対象とした研修を５日開催

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能事業名

（強化）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

相談員専用のパソコン・相談用電話機の老朽化、相談員用書籍の不備

相談用専用パソコンの更新、相談員用書籍の整備、路線バス車内広告による相談窓口の周知

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（強化）

（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）

新たに消費者被害防止サポーター養成講座を開催、ＦＭラジオスポットＣＭによる消費者被害防止のための広報を実施、消費者団体訴訟制度パンフレットを８，０００部作成

⑫一元化相談窓口緊急整備事業

⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
（既存）

（強化）

（既存）

（強化）

消費者を対象とした参加体験型展示施設の運営、消費者講座の開催、情報紙の発行、ホームページの運営

食品表示・安全に関する講演会の開催
⑧食品表示・安全機能強化事業

なし

商品テスト機器の老朽化による検査機能の低下

（強化） 商品テスト機器の整備による検査機能の充実（マイクロスコープ、蛍光Ｘ線分析装置、フーリエ変換赤外分光光度計、高速液体クロマトグラフデータ処理装置）

（強化）

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業

（強化）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

（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 千円

年間実地研修受入総日数 人日

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

研修参加・受入要望

実地研修受入人数 人

自治体参加型 法人募集型

人参加者数

実施形態

年間研修総日数 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）

⑧消費生活相談員等 ﾞ ｱ ﾟ事業（研修参加支援）

窓口拡充１９箇所

566             ２市で弁護士等を講師とした研修を開催

延 分 研修参加支援

①消費生活センター機能強化事業（新設） 蓮田市、宮代町 939             

さいたま市、秩父市、加須市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田

③消費生活センター機能強化事業（拡充）
さいたま市、熊谷市、加須市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木
市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市 29,819         

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
秩父市、羽生市、鴻巣市、深谷市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市、幸手市、日高市、吉川
市、三芳町、鳩山町、美里町、神川町、寄居町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、松伏町 14,852         

939             新設２箇所

14,847         

②消費生活センター機能強化事業（増設）

29,606         

④消費生活相談スタートアップ事業（新設）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

拡充２０箇所（１８市）

815             新たに窓口設置１箇所ときがわ町 815             

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） さいたま市、ふじみ野市 566             

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

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）

4,597           

さいたま市、加須市、上尾市、蕨市、戸田市、新座
市、富士見市

2,107           2,107           ７箇所で弁護士を活用

2,143           1,820           延べ３５９人分の研修参加支援

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
さいたま市、上尾市、蕨市、志木市、三郷市、蓮田
市、坂戸市、鶴ヶ島市

4,627           

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）

221             

⑰消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）

⑯一元化相談窓口緊急整備事業 朝霞市、小川町 989             

草加市

⑨消費生活相談窓口高度化事業

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 上尾市、鶴ヶ島市 279             

苦情処理委員会の開催、普及

４１市町で消費者被害防止のための教育・啓発を強化

商品テストの外部委託の実施

361             

989             ２市町で１日あたりの相談員数増や相談日数の増を図る

⑫食品表示・安全機能強化事業
さいたま市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、朝霞
市、志木市、和光市、蓮田市、坂戸市

6,632           

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）

6,632           
１０市で食品表示・安全にかかる講演会の開催、啓発資料の
作成などを実施

さいたま市、秩父市、加須市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田
市、志木市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、
鶴ヶ島市、日高市、吉川市、毛呂山町、越生町、寄居町、騎西町、白岡町、栗橋町

279             

⑬消費者教育・啓発活性化事業
さいたま市、熊谷市、秩父市、加須市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田

市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷

市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、三芳町、毛呂山町、美里町、神川町、寄居

町、騎西町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、松伏町

41,224         40,680         

104,098      合計 105,353      



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 千円

研修参加・受入要望

参加者数 人 人

人日年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型

対象人員数 追加的総業務量（総時間） 追加的総費用

4      472                 989                 



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）対象経費

うち基金（交付金相当分）対象の常勤職員の時間外勤務手当

168,274          

千円

64,176            

104,098          

①都道府県の消費者行政予算

64,176             千円

- 千円 千円

チェック項目

-

25%

-

千円 93,540             

- 千円

前年度差

165,669 千円 259,209           

千円

積増し相当分

平成20年度 平成21年度

千円

-- 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

千円

千円

千円

交付金相当分

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）対象の常勤職員の時間外勤務手当 -

千円

千円 -                    

千円 --

千円

-

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

424,063           千円 465,128           うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円-

うち基金（交付金相当分）対象の常勤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

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）対象外経費

②管内の市町村の消費者行政予算総額

千円 168,274           

41,065            千円千円

千円

-

115,799           

209,339           

千円

千円

千円

千円

千円

29,364            

-

千円 -

千円

千円

千円 -

28%

-

-

258,394           

千円

258,394           

- 104,098           

270,095           

千円

-

千円 374,193           

27%

11,701            千円

千円千円 195,033           165,669           

633,402           424,063           

-



平成21年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

平成21年度の基金上積み額（交付金相当分）

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

千円

平成21年度の基金運用収入予定（交付金相当分） 8,195                               千円

設置当初の基金残高（交付金相当分）

平成21年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

平成21年度末の予定基金残高（交付金相当分） 840,118                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分） 千円

千円

-                                     千円

千円

600,000                            

168,274                            千円

400,000                            

平成21年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成20年度末の基金残高（交付金相当分） 600,197                            

-                                   千円

平成20年度末の基金残高（積増し相当分）

３．基金の管理

平成2１年度の基金上積み額（積増し相当分） 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

30       人40       相談員総数

相談員数

相談員数

40       

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

平成21年度末予定

相談員数

30       

平成21年度末の予定基金残高（積増し相当分）

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

すべての相談員を国セン主催の研修に参加させるとともに、県主催研修への旅費を支弁

相談員用パソコンや執務参考図書の整備

具体的内容

相談員の日額報酬を１日あたり４００円向上させるとともに、月額報酬制の主任相談員を新たに配置

相談員総数

相談員数平成20年度末

平成20年度末

人

人

                                   千円

平成20年度末

平成20年度末

うち非常勤職員の相談員

うち常勤職員の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

うち委託先職員等の相談員


