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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

487                            

12,923                        

①参加者総数

②年間研修総日数

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

41                              

-                                

（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                            

50                              -

173,858                      

都道府県

5,794                          5,314                          

1,710                          

（３）消費生活相談員養成事業

1,544                          

-                                

3,187                          6,540                          

③参加自治体

管内全体の研修参加

41%

③実地研修受入自治体

63                              

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 361,513                                                          

424,298                                                          

49,585                        

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

10                              

1,037                          

-

②年間研修総日数

361,513                      202,442                      

880,685                                                          

（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

（７）食品表示・安全機能強化事業

1,544                          

14,914                        16,624                        

50                              

550                            

3,353                          

平成 23 年度 埼玉県

事業名

事業計画【総括表】

合計

24,433                        

63                              

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

159,071                      

-                                10                              

11,510                        

10,981                        

70,994                        

都道府県予算

244,852                      

消費者行政予算総額

456,387                                                          

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 60,566                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業



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）

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）

講師等謝金、会場借上料、教材費、看板代

1,710          

謝金

455             

食品表示・安全に関する講演会の開催

執務参考資料購入費1,710                 

2,070                 

9,440          

2,070          

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）

一級建築士、ＩＴコンサルタントの活用（月２回×１２か
月）

相談員の県内研修への参加支援（延べ９５名）
国セン主催研修への参加支援（１７名）

立入検査の強化、事業者向け説明会の開催等

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（5コース、計20日間）

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）

対象経費

旅費、参加負担金

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

455                   

講師謝金、会場借上料、教材費2,898                 

業務量増大に伴う消費生活相談員の勤務日数・時間の
拡大

80,633        

交流会開催委託料、会場借上料、講師謝金、教材印
刷費

9,440                 

消費生活相談員報酬、費用弁償、社会保険料

立入調査旅費、事業者向け研修会費用　等

事業名 事業の概要

執務参考資料の購入

550                   

2,898          

⑦消費生活相談窓口高度化事業 480                   

550             

②消費生活センター機能強化事業（拡充）

③消費生活相談員養成事業（研修開催）

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）、FMラジ
オＣＭ、メールマガジン新規登録啓発、生活科学センター企画展の開催費、個人
情報保護法ポスター作成費、住宅表示に関する講座用備品購入費　等

173,858             173,858       

480             

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

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 10,981               

272,094      

消費者団体交流会の開催、適格消費者団体との連絡協議会
の開催、地域包括支援センター職員向けシンポジウム開催

202,442             



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

管内消費者団体交流体制の未整備、管内に適格消費者団体なし、高齢者の見守りについて福祉関係機関との連携未整備

相談員用執務参考書籍の整備

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）

（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

④消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（強化）

⑪地方苦情処理委員会活性化事業
（強化）

相談員用書籍の不備

⑨消費者教育・啓発活性化事業
（既存）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

（既存）

（強化）

（強化）

国セン主催研修参加支援（１７人）、県主催研修は相談員の自費参加（既存）

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）
①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

新たに消費者被害防止サポーター養成講座を開催、FMラジオ放送・銀行ＡＴＭなどによる消費者被害防止ための広報・啓発を実施、参加体験施設における新たな企画展の開催

国セン主催研修参加支援（１７人増、計３４人）、県主催研修参加旅費支援（延べ９５人）

弁護士の活用（面談１８回）のみ

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

（既存）

（強化）食品表示・安全に関する講演会の開催（１回）

事業名

上記に加え、一級建築士・ＩＴコンサルタントの活用（２４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）

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）
立入調査用備品の不備、県外事業者立入調査旅費（２回）、消費者庁所管法律に係る事業者向け研修会未実施

（強化）

（既存）

（強化）

立入調査用備品の整備、県外事業者立入調査旅費（４回増、計６回）、消費者庁所管法律に係る事業者向け研修会の実施

（強化）

管内消費者団体交流会の開催、適格消費者団体連絡会の開催、高齢者見守り連携強化に向けた地域包括支援センター職員対象の研修会開催
⑮消費者行政活性化オリジナル事業（その他）

（既存）

（強化）

⑫一元的相談窓口緊急整備事業

⑩商品テスト強化事業
（既存）

（既存）

（既存）週当たり３日１７．５時間勤務の消費生活相談員を３１人、同２日１１．７時間勤務の消費生活相談員を１人配置

３２人から２８人に体制を変更し、うち１２人の勤務日数を週３日から４日にするとともに、１日当たりの勤務時間を１．４２時間拡大



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

12      10,981            

参加者数

人日

人人

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

対象人員数
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数

4,390             

年間研修総日数 人日

12      

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）

さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、
草加市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、
富士見市、三郷市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、宮代町

14,639        

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

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
伊奈町、滑川町、川島町、吉見町、鳩山町、
東秩父村、神川町

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）

141             

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）

さいたま市、行田市、加須市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷
市、蕨市、戸田市、新座市、桶川市、富士見市、蓮田市、ふじみ野市 5,850          

さいたま市、鳩ヶ谷市、和光市 487             

さいたま市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、

鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、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、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、越生町、

ときがわ町、寄居町、宮代町、白岡町、杉戸町、松伏町

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）

⑭商品テスト強化事業

⑫食品表示・安全機能強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業
さいたま市、熊谷市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、

上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、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、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、滑川町、

吉見町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、白岡町、杉戸町

839             相談室用備品や執務参考資料の整備、センターの広報

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） 吉川市、越生町、ときがわ町、寄居町、白岡町 860             

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

相談室用備品や執務参考資料の整備、センターの広報14,075        

相談室用備品や執務参考資料の整備

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

5,314          弁護士の活用

141             相談事例研修会の開催

1,544          

3,763          3,046          

1,544          

国民生活センターや県主催研修等への参加支援

50              

487             

商品テストの外部委託による実施

食の安全をテーマにした講演会の開催

相談室用備品や執務参考資料の整備

65,540        

草加市

10              鶴ヶ島市

秩父市 50              

苦情処理委員会の開催

消費者被害防止のための教育、啓発、広報事業の実施

さいたま市

１日当たりの相談員数や相談日数の増加

73,651        

⑨消費生活相談窓口高度化事業

70,994        

10              

49,585        

63              63              

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
さいたま市、熊谷市、行田市、秩父市、飯能市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、

草加市、鳩ヶ谷市、朝霞市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、蓮田市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、

ふじみ野市、伊奈町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、東秩父村、上里町、寄居町、宮代町、白岡

町、

12,923        

⑮地方苦情処理委員会活性化事業

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）

多重債務専門相談会の実施等⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
さいたま市、川口市、蕨市、八潮市、三郷市、
鶴ヶ島市

12,923        

159,071      合計 179,521      



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

91      49,585            

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）

21,867            

法人募集型

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）

6       

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

85      



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

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

-                     千円 -                     

159,071           140,107           

253,945           252,585           

交付金相当分 361,513          

千円

202,442          

159,071          

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

880,685           900,182           

千円

-35,901           千円 202,442           千円

前年度差

-34,541           

平成22年度 平成23年度

1,360              千円

千円

238,343           

568                 

千円

409,254           

積増し相当分

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円千円千円 265,227           -

千円

千円

-3,920            

千円

-

490,928           千円 456,387           

千円 424,298           

41%

千円

37%

-16,937           千円

18,964            

15,044             

-19,497           -

千円 -

千円

-164               

チェック項目

-

44%

-

-

-2,560            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

千円

千円

521,732           千円 519,172           

千円568                

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

361,513           

千円

269,147           

千円 404                 

378,450           

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 -164               

千円

千円 404                



２－２．消費者行政予算について②

うち管内市町村 人

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

-                     

519,172           

253,945           

265,227           

-                     

-                     

-                     

41.04906976

千円

千円

％

％

％37.4903959

44.3575299うち都道府県

うち管内市町村

人

人

人

千円

千円

千円

千円

②定数内の消費者行政担当者数（平成23年度末時点）

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

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

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

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

-3,536             

168,904           

9,833               千円

千円

千円

千円

千円

6,297               

265,227           うち基金（交付金相当分）対象外経費 255,394           千円

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 10,981             千円

千円

千円

456,387           

202,442           

198,906           

平成20年度 平成23年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

424,298           

159,071           

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

うち基金（交付金相当分）対象の賃料、人件費等 千円 60,566             千円

うち基金（交付金相当分）対象外経費 512,875           千円 千円519,172           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 49,585             

千円

千円

880,685           

361,513           

367,810           

千円

千円

512,875           千円

千円

千円

千円

255,394           千円

253,945           うち基金（交付金相当分）対象外経費 257,481           千円

①都道府県の消費者行政予算 257,481           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

361,513                            千円

３．基金の管理

具体的内容

月額報酬制の相談員を増員配置（社会保険加入・単価増）

相談員総数

相談員数 人

人

平成22年度末

うち委託等の相談員

千円

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

相談員数

相談員数

平成23年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

④その他

処遇改善の取組

○

○

○

平成22年度末

千円

千円

1,000,000                         設置当初の基金残高（交付金相当分）

千円

平成23年度末の予定基金残高（交付金相当分） 195,127                            千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成23年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

①報酬の向上

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）

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

執務参考図書の整備

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 553,927                            

平成23年度末予定

平成23年度末予定

平成23年度末予定

相談員数

38       

34       相談員総数

相談員数

相談員数

34       

平成23年度末予定

-                                     千円

-                                     

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）

2,713                               千円

千円

人

38       人


