
都道府県コード 27000

平成 年度23

大阪府 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

174,094                      

都道府県予算

181,550                      

消費者行政予算総額

487,142                                                          

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 40,759                        

（12）消費者行政活性化オリジナル事業 76,110                        

-                                

（９）商品テスト強化事業

①参加者総数

四條畷市、河南町

374,616                      

-                                -                                

18,431                        

-                                

平成 23 年度 大阪府

事業名

事業計画【総括表】

合計

（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

4,817                          

79,426                        158,153                      

-                                

-                                

4,160                          

法人募集型

自治体参加型

取崩し割合

-                                

1,298                          

-

②年間研修総日数

495,959                      121,343                      

1,707,969                                                       

-                                

管内市町村予算総額

実施形態

基金取崩し額 495,959                                                          

1,220,827                                                       

40,759                        

③参加自治体

150          

泉南市、阪南市、島本町

管内全体の研修参加

29%

③実地研修受入自治体

3              

7,456                          

都道府県

10,201                        10,201                        

78,727                        

（３）消費生活相談員養成事業

4,817                          

558                            

5,784                          9,944                          

13,127                        

（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

12,569                        

-                                

-                                -

1,298                          

57,679                        

①参加者総数

②年間研修総日数

3              

150          

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

-                                



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）

121,343            121,343      

・大阪府で独自に取り入れている「消費生活相談員専用
ＨＰ」の機能拡充を図る。
・新聞広告を用いて、府域全体に消費生活相談窓口の
集中的な周知を図る。
・地域の消費者リーダーとして大阪府が養成している「く
らしのナビゲータ」について、その活動の場の拡大を図
る。
・返済困難者の相談支援を強化するため、相談員向け
マニュアルを作成する。

・中高生の悪質商法による被害を防止するため、教える
立場の教職員に消費者教育を実施する。
・悪質商法による若者の被害を防止するため、大学生の
サークル活動、高校のクラブ活動等と連携し、若者向け
の消費者教育を実施する。
・返済困難者に対し、債務整理や生活再建に必要な情
報を提供し、速やかな問題解決を図る。
・返済困難を予防するための消費者教育・啓発を実施す
る。

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

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）

運営委託料(講師謝礼、印刷製本等)、啓発物品作成委
託料、原稿作成委託料、報償費、旅費、印刷製本費、
役務費、会場使用料

7,456                 7,456          

12,569        
・市町村相談員の養成及び総体的な能力向上を図るた
め長期的な研修を実施する。

事業名 事業の概要

・消費生活センターの機能強化を目的に移転し、必要な
施設整備を図るとともに、府民への集中的な広報を実施
する。
・ポスター用大型プリンタを購入し、より迅速な消費者情
報の提供を図る。
・ＤＶＤ制作機器を購入し、研修、講座等の内容を記録
し、視聴できるようにする。
・ぷらざに保管されている行政資料を電子媒体化して保
存し、より府民が閲覧しやすい環境を整備する。
・返済困難者の相談窓口を周知し窓口へ誘導するため
の情報提供を図る。

4,160          

⑦消費生活相談窓口高度化事業

システム開発委託料、広告枠買上委託料、運営委託
料、原稿作成委託料、印刷製本費

対象経費

開催委託料(会場借上げ、講師謝礼等)

事業経費
基金（交付金相当
分）対象経費

報償費、旅費、印刷製本費、会場使用料、運営委託料4,160                 

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）

・主に市町村相談員等を対象にテーマ等を定めたレベ
ルアップのための研修を実施する。
・相談員に対して弁護士会との連携により概ね月1回相
談事例に即した高度な法規演習を実施する。

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）

78,727               

12,569               

18,431               18,431        

78,727        
移転先施設賃借料、工事請負費、実施設計等委託料、
役務費、備品購入費、広報委託料、移転先ビル壁面サ
インの掲出、作業委託料、周知資料作成委託料

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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

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）

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）

・テーマ別研修を2回、府内6ブロックにおいて研修を各1回程度実施。
・相談員に対して弁護士会との連携により概ね月1回相談事例に即した高度な法規演習を実施する。
・返済困難者の相談を担当する相談員を対象に、レベルアップのための研修を実施する。年に2回開催予定。

・「消費生活相談員専用ＨＰ」に情報上書き機能等を付加することにより、より一層市町村との情報共有の迅速化等を図る。
・新聞広告を用いて、府域全体に府内消費生活相談窓口の集中的な周知を図る。
・地域の消費者リーダーとして大阪府が養成している「くらしのナビゲータ」について、その活動の場の拡大を図るためのチラシの作成
や技能向上のための学習用DVDやテキストブックの作成を行なう。
・返済困難者の相談支援を強化するため、相談員向けマニュアルを作成する。

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）
（強化）

（既存）

（強化）

事業名

（強化）

（既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談員養成事業（研修開催）

（強化）

①消費生活センター機能強化事業（増設）

（既存）

（強化）

（既存）

・中高生の悪質商法による被害を防止するため、教える立場の教職員に消費者教育に関する研修を実施する。
・悪質商法による若者の被害を防止するため、大学生のサークル活動、高校のクラブ活動等と連携し、若者向けの消費者教育を実施
する。
・返済困難者に対し、債務整理や生活再建に必要な情報を提供し、速やかな問題解決を図ための手引きを作成。

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（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

無し

管内の相談員を対象とした研修を年2回開催

（既存）

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）

・府センターは大阪市中央区、大阪市消費者センターは住之江区に設置されている。H22年12月よりは消費者行政本課である大阪府
府民文化部も大阪市消費者センターの隣のビルへ移転している。
・パネル用の印刷物等、大型の印刷物は外注で作成している。
・相談員用研修等、各種研修を実施しているが記録化は行なっていない。
・府民が利用するオープンスペースに行政資料・消費者関連書籍等が保管され、府民が閲覧できる。

⑨消費者教育・啓発活性化事業

（既存）同種の事業はこれまで行なっていない

・府センターを大阪市消費者センターに隣接した場所に移転することにより、ハード面・ソフト面でより一層の府市連携を図るとともに、消
費者行政本課とも距離が近くなることから密接な連携が可能となる。またこれに伴う府民への集中的な広報を実施することで移転の周
知を行なう。
・ポスター・パネル用の大型プリンタを購入し、外注では不可能な、より迅速な消費者情報の提供を図る。
・ＤＶＤ制作機器を購入し、研修、講座等の内容を記録することで、研修未参加者でも視聴できるようにする。
・ぷらざに保管されている行政資料を電子媒体化して保存し、ウェブサイトを活用するなど、より府民が閲覧しやすい環境を整備する。
・返済困難者の相談窓口を周知し、相談窓口に誘導するための情報提供を図る。

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）

市町村の消費者相談員のための実務研修を実施する。研修日数50日　参加予定10人

（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）

⑬消費者行政活性化オリジナル事業（連携強化）
（既存）

・大阪府で府内市町村相談員向けに「消費生活相談員専用ＨＰ」を運営。ただし各センターから一方的な情報発信しかできないなど機
能が不十分。
・府域全体の窓口紹介は行なったことがない。
・地域の消費者リーダーとして「くらしのナビゲータ」を養成している。



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
（報酬引上げ）

年間実地研修受入総日数年間研修総日数 人日

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）

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

人人

自治体参加型

人日

対象人員数計 追加的総費用

参加者数



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）

⑨消費生活相談窓口高度化事業

1,298          
食品表示・安全分野に関する研修会の開催や啓発用ポス
ターの作成など

10,201        
専門的な相談に対応するため、弁護士等を講師に招いた相
談会の開催や顧問契約の締結などを行う

239             相談員のための研修開催

4,817          

5,545          5,545          

4,817          

国民生活センターをはじめ関係機関の実施する研修への参
加を支援

相談員養成研修への参加支援

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 558             

相談ブースの設置やデジタルカメラ、パソコン等窓口に必要
な機器の購入による窓口機能の強化、並びに各種広報等に
よるセンターの周知など

79,400        

558             

ICレコーダー、パンフレットスタンドや関係法令図書などの購
入による窓口機能の強化

26              関係法令図書の購入

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） 四條畷市 26              

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田
市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八
尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野
市、松原市、大東市、箕面市、羽曳野市、門真市、
摂津市、高石市、東大阪市、泉南市、四條畷市、
交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、
忠岡町、熊取町、田尻町、太子町、河南町

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

四條畷市、河南町

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）

239             

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）

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田
市、河内長野市、大東市、和泉市、門真市、高石
市、東大阪市、泉南市、交野市

10,201        

大阪市、堺市、豊中市、泉佐野市、寝屋川市、松
原市

1,298          

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田
市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、
茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川
市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面
市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、泉南市、
交野市

79,400        

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催） 吹田市、枚方市

⑤消費生活相談スタートアップ事業（拡充）
柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、阪南
市、島本町、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、太
子町、河南町、千早赤阪村



多重債務相談会や弁護士同席専門相談会の実施、放射性
物質検査機器の購入など

⑲消費者行政活性化オリジナル事業（その他）
大阪市、堺市、豊中市、高槻市、箕面市、東大阪
市、熊取町

57,039        

374,616      合計 374,616      

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
大阪市、堺市、泉大津市、高槻市、富田林市、大
東市、和泉市、羽曳野市、泉南市、四條畷市、交
野市、島本町、河南町

57,039        

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）

八尾市、泉南市 640             

相談業務等の増大に対応した相談員の増員など

174,094       174,094       

40,759        40,759        

出前講座の開催やパンフレットやポスター等配布による住民
向け各種教育・啓発の実施、これに要するプロジェクターや
スクリーン等の購入など

640             
関係機関との連携を目的とした研修会の開催やマニュアル
等の作成配付など

⑭商品テスト強化事業

⑬消費者教育・啓発活性化事業

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田
市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、
茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川
市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面
市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、
藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野
市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、忠岡
町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早
赤阪村



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
（報酬引上げ）

26      

実施形態 自治体参加型

人日

研修参加・受入要望

参加者数 3      人

22      

人

45    人日年間研修総日数 150   年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数 3      

法人募集型

16,181            

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）

対象人員数計 追加的総費用

42      41,105            



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 11                  

千円

千円 47                  

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

495,959           

千円

797,836           

千円 47                   

226,187           

千円

千円

千円

1,112,518        千円 1,212,010        

千円36                  

99,492            うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

25%

-

-

269,772           千円

201,556           

249,931           

369,264           -

千円 -

千円

11                  

千円

-

367,809           千円 487,142           

千円 1,220,827         

29%

千円

31%

千円千円 846,211           -

千円

千円

48,375            

-                    千円

-

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

積増し相当分

51,117            千円

千円

53,127             

36                   

千円

970,896           

千円

68,216            千円 121,343           千円

前年度差

119,333           

平成22年度 平成23年度

1,707,969        1,338,705        

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 495,959          

千円

121,343          

374,616          

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

374,616           173,060           

365,799           314,682           

①都道府県の消費者行政予算



２－２．消費者行政予算について②

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

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）

千円

千円

％

％

％

-                     

-                     

-                     

-                     

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



２－３．消費者行政予算について③

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

千円

-                     千円

千円

千円

千円

-                     千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

-                     

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

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

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

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

-                     

平成20年度 平成23年度

千円

千円

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

千円

千円

千円

-                     

うち基金（交付金相当分）対象外経費 千円

うち基金（交付金相当分）対象経費

-                     

-                     

-                     千円

千円

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

11       人

-                                     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）

1,463                               千円

千円

11       相談員総数

相談員数

相談員数

平成23年度末予定

11       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

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）

国民生活センター及び大阪府が実施する研修会への参加機会の増を図る

千円

平成22年度末の基金残高（交付金相当分） 1,099,847                         

1,456,011                         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） 605,351                            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）

千円

千円

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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

11       

平成22年度末

495,959                            千円

３．基金の管理


