
都道府県コード 270000

平成 年度26

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

↑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

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

42,342                 

216,018                

平成 26 年度 大阪府

事業名

-                                

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

-                                

42,342                        

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                                

-                                47,945                        

７.消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

都道府県

869,956                                                          

211,326                      

-                                -                         

-                                12,780                        12,780                 

-                         

16,194                 6,984                          

322,499                111,173                      

1,266,744                                                       

104,189                      

47,945                 

9,210                          

消費者行政予算総額

396,788                                                          

-                                

合計

①参加者総数

法人募集型

322,499                                                          

管内全体の研修参加

25%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

③参加自治体

12,780                                                            

24                       

基金取崩し額（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合（先駆的事業対象経費を除く。）

取崩し割合

自治体参加型

基金取崩し額

24%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業対象経費

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

111,829                      

25                       



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）

対象経費

委託料

事業の概要

111,173       合計

交付金相当分
対象経費

-                 

事業経費

6,984           

-                 

-                

事業名

-                

111,173      

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

6,984          

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

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業
（研修参加支援）

消費生活関連法令及び府条例について、府民及び事業者向
けステッカーの作成・配布や事業者向けの研修会を行う。

6,071          6,071           

98,118        98,118         委託料

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事
務

別表１ 都道府県実施事業分

⑨消費生活相談体制整備事業
※被災４県は26年度の新規分も対象。

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

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

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）

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

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

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。
啓発事業として、府政だより、新聞広告、府警本部と連携した
啓発事業等を行う。
返済困難者相談支援を行う。
食の安全啓発事業を行う。

使用料及び賃借料、報償費、印刷費、旅費、委託料

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（先駆的事業）

⑮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）



２．都道府県が実施する活性化事業の詳細

無

消費生活関連法令や府条例について、府民及び事業者向けステッカーの作成・配布や事業者向けの研修会を実施する

消費者啓発を行う大学生サークル活動や高校生のクラブ活動の支援を行う
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

消費者啓発を行う大学生サークル活動や高校生のクラブ活動の支援を行う
教職員向けの消費者教育研修の実施
食品の放射性物質に関する安全安心確保対策の実施
返済困難者への相談支援を行う
オレオレ詐欺等の高齢者被害者等に対する被害未然防止のための啓発を行う

市町村消費生活相談員や行政職員のスキルアップを図るため研修会を実施する

市町村消費生活相談員や行政職員のスキルアップを図るためテーマ別、ブロック別研修を実施する

（既存）

（既存）

（強化）

⑯消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業

事業名

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）

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

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

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（既存）

（強化）

（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
※被災４県は26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。

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（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）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑮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）

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（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（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）



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

人 人

人 千円 人 千円

６．地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例について

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

対象人員数計 追加的総費用

人

年間実地研修受入総日数

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）

年間研修総日数 人日 人日

追加的総業務量（総時間）

人

自治体参加型 法人募集型

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

対象人員数
（報酬引上げ）

実地研修受入人数



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）

悪質商法やクーリングオフ等に関する正しい知識など消
費生活に関する知識を習得させるため、ゲーム形式のデ
ジタルコンテンツを作成する。

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
（先進性・モデル性の高い事業）

大阪市

合計 211,326      

⑭消費者安全法第46条第２項に基づく法定受託事務

1,904          1,904          

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）

7,106          

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
（先駆的事業）

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）

47,945        

市町村住民に対する消費者被害防止等の啓発や講演
会等の経費

47,945        

90,039        90,039        

7,106          豊中市、高槻市、八尾市、富田林市、交野市

苦情処理委員会にかかる経費

高槻市、泉佐野市
地域ネットワークによる教育啓発、風評被害の防止にか
かる事業の実施。

9,210          

ボランティアを活用した出前講座の実施。特殊詐欺の撲
滅に向けて、警察、自治会、防犯協会等と連携した啓発
の取組など。

消費生活相談員の人件費等の経費

国民生活センター等で実施される相談員研修に参加す
るための経費

9,210          

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

12,780        12,780        

弁護士相談などにかかる経費

260             

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
交付金相当
分対象経費

計

260             

概要

消費生活センターにおける機能整備のための経費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、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚
市、枚方市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、大
東市、柏原市、門真市、摂津市、藤井寺市、泉南市、四條畷
市、交野市、阪南市、島本町、田尻町

32,864        32,864        

大阪市、岸和田市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、河
内長野市、大東市、門真市、高石市、東大阪市、泉南市、交
野市

9,218          9,218          ②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

堺市④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理委員会）

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、八尾市、泉佐
野市、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、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早
赤阪村

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）

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、
箕面市、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、忠
岡町、熊取町、田尻町

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

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

211,326      



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

人

人 千円

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

人日

法人募集型実施形態 自治体参加型

対象人員数
（報酬引上げ）

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）

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数

人



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

チェック項目
（先駆的事業

対象経費を除く）

0 千円 -

0 千円 28%

-

0 千円 -

12,780 千円 -

12,780 千円 23%

-

0 千円 -

12,780 千円 -

12,780 千円 24%

-

0 千円 -

千円 47                  

0

-

--                   

千円

千円

47                  

うち先駆的事業対象

うち交付金相当分対象経費

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円 -

うち交付金相当分取崩し額

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

413,152          

うち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

うち交付金相当分対象経費

千円

千円

うち交付金相当分対象の定数内職員の時間外勤務手当

千円

322,499          

-3,242            

47                  

856,834          千円 944,245          87,411            うち交付金相当分取崩し額を除いた経費

チェック項目

-

28%

-

-

-

千円 -

千円

-                   

-

-

8,602             

千円

438,876           千円 396,788           

千円 869,956           

25%

千円

24%

-90,653          

千円

-                   千円

-千円

30,244            

38,846            

千円

千円千円

千円

千円

千円

千円

千円

78,809            千円

千円

積増し相当分

千円

232,070           

47                  

千円

831,110           

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円

うち交付金相当分対象外経費

111,173           千円

1,269,986       

181,082           

285,615           206,806           千円

658,630           650,028           

千円

前年度差

-42,088           

前年度 今年度

-                    千円 -                    

千円

-120,897        千円

211,326           

1,266,744       

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 322,499          

千円

111,173          

211,326          

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

↓先駆的事業対象経費を除く取崩額割合

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた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（前年度末時点）

25                  

千円

千円

％

-                    

-                    

％

％24                  

28                  

-                    

944,245           

285,615           

658,630           

-                    

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

24                  ％

28                  ％

23                  ％



２－３．消費者行政予算について③

285,615           うち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

うち交付金相当分対象経費 千円

千円

1,203,623        千円

千円

千円

千円

873,528           千円

③都道府県全体の消費者行政予算総額

千円 47,622            

千円

千円

1,266,744        

322,499           

63,121            

千円

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 47,622            千円

うち交付金相当分対象外経費 1,203,623        千円 千円944,245           

うち交付金相当分対象経費 千円

869,956           

211,326           

千円

うち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

66,693            

平成20年度 今年度

千円

千円

増減額

うち交付金相当分対象の賃料、人件費等 千円 -                    千円

千円

千円

396,788           

111,173           

千円

千円

-259,378         

658,630           うち交付金相当分対象外経費 873,528           千円

うち交付金相当分対象経費

-44,480           

-3,572            

-214,898         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

千円

今年度の基金上積額（交付金相当分） 190,045                           千円

人

-621                               千円

千円

人

-                                    千円

-                                    

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

今年度末の予定基金残高（積み増し相当分）

547                                 千円

千円

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

千円

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

千円

今年度の基金上積額（積み増し相当分）

11      

設置当初の基金残高（積み増し相当分）

11      相談員総数

相談員数

相談員数

今年度末予定

11      今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

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

今年度の基金運用収入予定（積み増し相当分）

専門性の高い研修に参加させることにより相談員のスキルを高める

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 131,286                           

322,499                           千円

④その他

処遇改善の取組

○

前年度末うち委託等の相談員

千円

前年度末の基金残高（積み増し相当分）

前年度末

前年度末

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

今年度の基金取崩し予定額（積み増し相当分）

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

人

11      

前年度末

３．基金の管理



別添
自治体名 大阪府

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

若者向け、高齢者向け啓発事業 ①

1.大学生・高校生による大学生・高校生への消費者教育
　社会経験の少ない若者は、悪質事業者に狙われやすく、消費者被害に遭いやすいため、
より多くの若者に消費者問題に関心を抱かせ、知識を身につけてもらう消費者教育が必要で
ある。ついては、大学生のサークル活動等を通じて、大学生を中心とした若者への消費者教
育・啓発を実施する。本件は、平成22年度に5大学で実施し、取組みが充実してきたことか
ら、平成23年度に7大学、平成24年度からは8大学で実施している。また、平成23年度から高
校生についても、クラブ活動等を通じた啓発やパネル展示などによる消費生活の学習結果
発表についても支援しているところであり、平成23年度は4校、平成24年度は8校、平成25年
度は10校で行い、取組みが充実していることから、今年度も引き続き10校で実施する。

2.教職員への消費者教育
　消費者基本法に基づく消費者基本計画では、消費者施策の重点として「学校や社会教育
施設における消費者教育の推進」が定められ消費者教育の推進体制の強化が進められてい
る。平成24年12月「消費者教育の推進に関する法律」の施行に伴い、学校において実践的
な消費者教育が行われるよう、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用の推
進について明記されており、学校における消費者教育のための研修を強化していく必要があ
る。ついては、教職員向けに、若者によくある相談とその対処法、府内相談窓口、消費生活
センター保有の消費者教育教材を紹介するリーフレット等を作成し、教員研修等に出向き、
作成したリーフレット等を活用し消費者教育に関する研修を行う。これにより、生活指導に重
要な役割を果たす教員の消費者施策への理解を深める。これまでの研修実績回数と受講者
人数　平成22年度10回、受講者421人　平成23年度22回、受講者1,678人　平成24年度15回
受講者1,018人　平成25年度22回、受講者1,764人。

3.出張講座による消費者教育
　教育現場において「商品等の安全」に係る消費者教育を希望する学校等に対し、専門の講
師を派遣する。たとえば、消費生活センターが持つ商品テストのノウハウを踏まえ、アイメイク
やカラーコンタクトレンズなど、若者に身近な商品によるトラブルを知らせるなど、化学や繊維
などの専門性の高い講師を派遣することにより、「安心で安全な暮らしの実現」に向けた理解
を深めることが期待できる。また、教職員に対しての助言等を行うことにより継続的な教育の推
進が可能になる。

4.消費者問題見守り講座
　近時、被害件数や被害額が急増している高齢者や障がい者等の消費者被害を未然に防ぐ
ため、見守り・支援者向けに出前啓発講座等を行う。

5.高齢者被害防止啓発事業
　高齢者の消費者被害を未然に防ぐため、老人クラブや自治体などの集まりに「情報提供ボ
ランティア（消費のサポーター）」が出向き、高齢者を狙う悪質商法の手口とその対策等の情
報提供を行う。

18,998 無
５事業を合わせて業務
委託事業とするもの

高齢者向け啓発事業 ①
府政だよりを活用し、高齢者を狙った悪質商法等について府民啓
発を実施する。 19,200 無

府政だより約294万部発
行。

高齢者向け啓発事業 ①

新聞広告、ラジオ放送用CM、フリーペーパーを活用し、高齢者の
消費者トラブル未然防止のための府民啓発を実施する。

53,851 無

新聞は5大紙（朝日、毎
日、読売、産経、日経）
の大阪府内版　5段、実
施回数2回を予定

計 92,049

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



別添

自治体名 大阪市

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

消費者教育デジタルコンテンツの
作成

①

悪徳商法やクーリング・オフ等に関する正しい知識など消費生
活に関する知識を習得させるため、ゲーム形式のデジタルコン
テンツを作成し活用する。

6,846 無

計 6,846

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



別添

自治体名 高槻市

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

消費生活センター周知・啓発活動
事業

①

消費者トラブルの未然防止・拡大防止に向けた、教育啓発・情
報提供等の取り組み強化を行う。(市営バス車内広告の掲出、
車内放送による消費生活ｾﾝﾀｰ周知や注意喚起、啓発等を行
う)

9,691 無

特殊詐欺等未然防止プロジェクト ②

被害の多発している特殊詐欺の撲滅に向けて、警察、近隣自
治体、防犯協会等連携した取組みを行う。（警察等連携会議・
事例検討会議開催、未然防止マニュアル作成等）

6,416 無

計 16,107

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。



別添

自治体名 泉佐野市

○運営要領別添１メニュー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」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考

風評被害防止のためのイベント ④

東日本大震災後、当市としては職員を派遣するなどの支援を継
続しているところである。被災地の復興の妨げとなる風評被害が
今もなお残っている中で、ご当地グルメや物産を販売するなど
のイベンを開催する。
イベント回数：1回　　開催時期：10～11月を予定

9,000 無

計 9,000

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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