
都道府県コード 27000

平成 年度25

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）

管内市町村予算総額

基金取崩し額

90,239                        223,688                      

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

４.消費生活相談体制整備事業

7,519                          

43,730                        

-                                

15,901                        

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

413,152                                                         

831,110                                                          

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

8,382                          

413,152                      232,070                      

1,252,505                                                       

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

181,082                      

都道府県予算

消費者行政予算総額

421,395                                                          

-                                

合計

38,993                        38,993                        

313,927                      

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

43,730                        

事業計画【総括表】

合計

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

２.消費生活相談員養成事業

市町村都道府県

601                            601                            

平成 25 年度 大阪府

事業名

-                                

↑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

実施形態

基金取崩 額

①参加者総数

②年間研修総日数

33                              

③参加自治体

,

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

33%

③実地研修受入自治体

①参加者総数

取崩し割合

②年間研修総日数



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）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員
会）※被災４県のみ

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト等）
※被災４県のみ

別表１ 都道府県実施事業分

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

8,382         

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開催）
府内市町村の消費生活相談員や消費者行政職員のス
キルアップを図るための研修を行う。

事業名
基金（交付金

相当分）
対象経費

事業経費

8,382           

対象経費

委託料

事業の概要

○セルの挿入・削除は行わないでください。
○印刷後に、見切れがないか確認してください。

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事
業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

大学生による消費者啓発に関するサークル活動や高校
生のクラブ活動を支援。
教職員向けの消費者教育研修を行う。
高齢者向け啓発事業として、啓発ＣＭの作成、駅等への
啓発ポスターの掲出、新聞広告等による啓発事業を行
う。

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は２５年度の新規分も対象。
それ以外は、平成24年度までの充実・強化分が対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参加支援

223,688      223,688       委託料

232,070      合計 232,070       



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
※被災４県のみ （強化）

（強化）

（既存）

④消費生活センター機能強化事業（苦情処理委員
会）
※被災４県のみ

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

（既存）

（既存）

（強化）

（強化）

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）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活
用）
※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡充）
※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

府内市町村の消費生活相談員や消費者行政職員のスキルアップを図るための研修を行う。

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（事業者指導や法執行等）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（地域の多様な主体等との連携の強化を図
るための事業）

（既存）

（既存）

（既存）

（既存）

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）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関
する事業（消費者の安心・安全を確保するための取
組）

（強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
※市町村支援目的の整備、及び被災４県は２５年度の新規
分も対象。

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）
⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

（強化）

⑮消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

大学生による消費者啓発に関するサークル活動や高校生のクラブ活動を支援する。
教職員向けの消費者教育研修を行う。
食品の放射性物質に関する安全安心確保対策を行う。

高齢者向け啓発事業として、啓発ＣＭの作成、駅等への啓発ポスターの掲出、新聞広告等による啓発事業を行う。



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．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業(該当する場合に記載）

人 人時間／年 人 人時間／年

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

対象人員数

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数

参加者数

法人募集型

390 人

年間実地研修受入総日数

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型

26   年間研修総日数 人日 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）

人 人

人 千円 人 千円

対象人員数計 追加的総費用

（報酬引上げ） （報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用



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）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

交野市 1,040          

箕面市 田尻町

26,769         

大阪市 堺市 岸和田市 池田市 吹田市 泉大津市
高槻市 河内長野市 大東市 門真市 高石市 東大
阪市 泉南市 交野市 大阪狭山市

9,215          9,215          ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

3,009          

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

堺市 交野市④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

概要

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増設・拡充）
堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市
高槻市 枚方市 八尾市 泉佐野市 富田林市 大東
市 門真市 泉南市 四條畷市 交野市 島本町 忠

26,769         

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

1,040          

-                

601             601             

-                

3,009          

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 市 枚方市 茨木市

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（地域の多様な主体等との連携の強化を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（消費者の安心・安全を確保するための取組）

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
富田林市 寝屋川市 河内長野市 大東市 和泉市
箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 高石市 藤井寺
市 東大阪市 泉南市 四條畷市 阪南市 忠岡町
熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤坂村

⑧消費生活相談体制整備事業

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支援） 6,479          

-                

6,479          

45               貝塚市

大阪市 堺市 泉大津市 高槻市 八尾市 富田林市
大東市 和泉市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 泉南
市 四條畷市 大阪狭山市 島本町 忠岡町 熊取町

45,368         43,730         

八尾市

泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市
泉佐野市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市
羽曳野市 門真市 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

86,947         86,947         

45               

2,385          

862             862             

2,385          

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事
業（事業者指導や法執行等）

-                ⑬消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

⑫域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業
（先進性・モデル性の高い事業）

大阪市 八尾市 富田林市

181,082      合計 182,720      



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．消費生活相談体制整備事業（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

人日

15,897            

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

追加的総業務量（総時間）

参加者数 人

33      

人

年間実地研修受入総日数

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

年間研修総日数

人

人 千円

対象人員数計 追加的総費用

45      41,140            

対象人員数
（報酬引上げ）

29      



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

千円

413,152          

千円

232,070          

181,082          

①都道府県の消費者行政予算

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

89,675            千円 232,070           千円

前年度差

28,297             

平成24年度 平成25年度

千円

142,395           

積増し相当分

千円

393,098           千円 421,395           

千円

チェック項目

-

55%

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

181,082           320,823           

189,325           250,703           

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

1,252,505        1,383,918        

47                   

千円

990,820           

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

千円

千円

千円

-61,378           千円

千円

千円

千円

-19,969           

-                  千円

-千円

-139,741         

-159,710          

-

千円 831,110           

33%

22%

-50,066           

-131,413         -

千円 -

千円

-                    

-

-

-

うち基金（交付金相当分）取崩し額を除いた経費 920,700           千円 839,353           -81,347           

669,997           

千円 47                   

463,218           

千円

千円

千円

千円千円 650,028           

-

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 47                  

413,152           

千円47                  

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）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



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

-                     

839,353           

189,325           

-                     

-                     

-                     

千円

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25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

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

650,028           

32.98605594

千円

％

％

％21.7879703

55.07184471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

うち管内市町村



２－３．消費者行政予算について③

-140,770          

-42,418           

-223,500          千円

千円

千円

千円

千円

650,028           うち基金（交付金相当分）対象外経費 873,528           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 千円

千円

千円

421,395           

232,070           

91,300             

平成20年度 平成25年度

千円

千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

831,110           

181,082           

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

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

千円

千円

1,252,505         

413,152           

48,882             

千円

1,203,623         千円

千円

千円

千円

873,528           千円

189,325           うち基金（交付金相当分）対象外経費 330,095           千円

①都道府県の消費者行政予算 330,095           千円

うち基金（交付金相当分）対象経費 千円

-364,270          

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 1,203,623         千円 千円839,353           千円



３．基金の管理

千円

平成24年度末の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（積増し相当分）

千円

413,152                            千円

平成25年度末の予定基金残高（交付金相当分） -4,833                              千円

設置当初の基金残高（積増し相当分）

平成25年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

平成25年度の基金運用収入予定（積増し相当分）

千円

平成24年度末の基金残高（交付金相当分） 407,669                            

平成25年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

平成25年度末の予定基金残高（積増し相当分）

650                                  千円

千円

1,456,011                         設置当初の基金残高（交付金相当分）

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

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

11       

平成24年度末

うち委託等の相談員

平成24年度末

平成24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

④その他

処遇改善の取組

○

平成24年度末

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

国民生活センター等での研修に参加し相談員のスキルを高める

11       平成25年度末予定

平成25年度末予定

平成25年度末予定

相談員数

11       相談員総数

相談員数

相談員数

平成25年度末予定

人

11       人


