公益財団法人関西消費者協会平成３０年度事業報告書
消費者行政の概況について
平成３０年度、我が国の経済は個人消費に力不足の感はあるものの、超低金
利と円安相場によって企業収益は順調な伸びを示しました。政府主導の景気拡
大政策は６年目に入り、雇用の改善と地方経済の回復が見られました。景気回
復が長期化するなか、少子高齢化による労働人口の減少をうけ、国は外国人材
（特定技能）の受け入れに向けた制度整備を図りました。
景気の好循環を加速させるのに不可欠な個人消費について、消費者庁は「消
費者の安全・安心の確保」を消費者政策に掲げました。そこでは①消費者保護
に関する法整備と執行の充実・強化 ②市場の健全化を促す消費者志向経営の
推進 ③市場メカニズムにおける消費者の役割と自立を促す消費者教育の推進
――などが挙げられています。消費者の安全・安心に向けた施策を示す一方、
地方消費者行政への財政支援策である「地方消費者行政推進交付金」は大幅に
減額されました。そのため地方自治体では、消費者啓発や相談員研修などの事
業の縮小・廃止が行われ、地方消費者行政の後退が危ぶまれた年度でもありま
した。
大阪府消費生活センターに目を転じますと、交付金の減額措置に伴う府市連
携事業で、大阪市の予算減額による一部事業の見直しが行われました。予算全
体では若干の減額はあるものの、前年とほぼ同額で推移しました。
消費者施策については、まず、消費生活相談では相談件数は前年度に比べ増
加しています。高齢消費者からの相談が依然として多く、相談全体の３０％超
が６０歳以上の高齢者に関する相談です。また、相談内容ではデジタルコンテ
ンツの相談が、８０歳以上を除き、各年代で最も多い状況が続いています。つ
ぎに、テスト業務等では、平成３０年度も消費者相談および苦情処理に関わる
テスト、市町村からの依頼によるテストなどを実施しました。
啓発事業での施策としては、高齢者の消費者被害の防止に係る事業を継続的
に行いました。重点施策としては、若年者向けでは、学校教育における消費者
教育の充実・強化が図られました。
協会のうごき
平成３０年度、協会事業としての独自、受託（他府県等）の両事業において
は事業単位での採算性に留意しつつ、効率的かつ効果的に業務の遂行にあたり
ました。まず『消費者情報』Ｗｅｂ版（年４回配信）では、
「サイバー犯罪」
「相
談対応困難者」「見守りネットワーク」「プラスチックごみ」などを特集テーマ
に取り上げ、アクセス数も徐々に増加しました。なかでも、熊本県消費生活セ
ンターでの臨床心理士導入に向けた取り組みや、府内の消費者安全地域協議会
構築に向けた動向、プラごみの最新情報などは時機を得た特集記事になりまし
た。また、事業者や業界団体など、各方面から支援が得られたことによって制
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作に係る費用の削減が図られました。
他府県からの委託事業では、交付金削減の影響に伴い他府県の公募が減少す
るなか、平成３０年度は、富山県、石川県、堺市、高槻市などから受託できま
した。これまでに培った企画力と実践力を生かし、それぞれの委託業務を円滑
に遂行しました。
つぎに当協会の主軸事業である大阪府消費生活センターの受託事業ですが、
これまでどおり年間計画に従い、相談・テスト・啓発の各部門を中心に継続し
て業務を実施しました。平成３０年度は「公募型プロポーザル」
（平成３０年４
月～平成３３年３月）における業務委託契約および特命随意契約（経常・政策）
の初年度にあたり、相談・啓発・総務の各グループにおいて体制等の見直しを
図り、効率的な業務遂行力を高めました。本契約事業ならびに経常・政策の両
事業を遂行させるとともに、中核的センターとしての機能・役割を果たすべく、
各グループが一丸となって取り組みました。
平成３０年度における特記事項としては、想定外の相談員の欠員（４月～６
月）、相談対応困難者の多発による対応等（４月～１２月）、大阪北部地震（６
月）や台風２１号（９月）など自然災害の発生、理事の退任・選任（６月）、本
部事務所移転（９月）など――業務運営に影響を与える事柄がありました。そ
のなかにあって、すべての事業を滞りなく完遂できましたのは、職員一人ひと
りの努力と協力によるところであります。
平成３０年度において、当協会が実施した事業ごとの詳細は次ページ以下の
とおりです。
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Ⅰ

協会事業

１ 消費者問題情報発信事業
『消費者情報』Ｗｅｂ版の無料配信
暮らしや経済、社会問題など消費生活に関する事項のうち、消費者に
とって関心の高いものに焦点をあて、毎号タイムリーなテーマを決めて
年間４回（５月、８月、１２月、２月）配信した。
２ 講師紹介事業
消費者問題に関する勉強会等を開催するにあたり、講師紹介を依頼し
てきた事業者・団体等に講師を紹介し、消費者問題の普及啓発に努めた。
また、前年度まで実施した「資格取得のための受験対策講座」を「資格
取得のための受験対策スクーリング」に名称を変え、講師紹介事業に編
入した。そこでは企業の相談窓口担当者などを対象に、資格取得を目指
したスクーリングを実施した。消費生活アドバイザー等の資格者を増や
すことによって、消費者志向経営の醸成を目的に実施した。
３ 富山県受託事業
富山県消費生活相談必携書（対応マニュアル）の改訂版を作成した。
４ 石川県受託事業
消費者教育担い手育成研修
県内市町村の消費者団体のメンバーなど消費者教育の担い手を目指
す県民を対象に、消費者教育を行う際に必要な知識の習得及び実習・
実技を中心とした連続講座（フォローアップ編、ステップアップ編）
を企画・実施した。
５ 堺市受託事業
堺市立消費生活センター出張啓発イベント業務に係る委託
堺市民に対して、消費者被害防止活動に役立つイベントを実施した。
６ 高槻市受託事業
高槻市消費者教育推進業務
高槻市内の学校教諭に対し、成年年齢引下げや学習指導要領改訂に
伴う消費者教育の必要性に関する研修を実施した。中学３年生対象に
成年年齢引下げに関するクリアファイルを作成し、配付した。
■(協会事業として実施する情報提供・啓発事業の詳細については、資料集１４
ページ「別表１」を参照)
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Ⅱ

大阪府受託事業

【経常事業】
１ 消費者問題にかかる情報の提供等
(1) 府市生活情報誌「くらしすと」の発行
平成３０年度は年間２回発行した。発行にあたり、大阪府・大阪市と連
携しつつ府内の消費者、消費者団体、行政等に対する的確な情報提供に努
めた。
(2) 点字刊行物の発行
「くらしすと」の記事の中から特に重要な部分を点字刊行物として年間
２回作成し、視覚障がい者を対象に情報提供を行った。
(3) 消費者啓発資料の作成
悪質商法の新しい手口の紹介や消費者問題についての正しい知識を深め
るため、平成３０年度においても各種の消費者啓発資料を作成し啓発・情
報提供に努めた。
(4) 消費者啓発用パネルの作成
「契約クイズ、クーリング・オフ」をテーマにしたタペストリー２枚を
新たに作成し、消費者団体や市町村等からの貸し出しに対応できるように
備えた。また、消費者団体や市町村等への貸し出しも行った。
(5) メールマガジン「大阪府消費生活センター便り」の発行
メールマガジンを月 1 回月末ごとに発行し、情報提供を行うことによっ
て普及啓発に努めた。
(6) ウェブサイト「消費生活事典」の運営
「くらしすと」やイベント・講演会の案内等を随時更新し、ウェブサイ
トで情報提供を行った。
２ 消費者教育講座等の啓発事業
(1) 府民向け啓発講座等
幅広い府民の参加が得られるように工夫し、事業効果の向上に努めた。
①
府市連携消費者月間講演会
②
消費者教育講師派遣事業
③
夏休み若者向け特別啓発事業
④
大阪府消費者フェア
３ 府・市センターの総合案内の運営
大阪府消費生活センター（以下、府センター）と隣接する大阪市消費
者センターの受付を一元化することによって、来所者の利便性を図ると
ともに、資料の貸出し等を行うことで府民啓発に努めた。
■（以上、啓発関係の受託事業の実施細目は、資料集１５ページ「別表２」を
参照）
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４消費者行政推進事業
【政策事業】
消費者行政推進事業として、下記の事業を実施した。
事業名

目

的

対

専門的で高度な研修を行うこ

府内市町村相談員総
括者研修

とにより、円滑かつ効果的に相
談における府の支援の効果を
上げ、より複雑化・多様化する
相談事案の解決を図る。

象 等

市町村の総括的立
場にある相談員（原
則実務経験５年以
上）

事業実施結果
高度・専門研修
１０回（１９３人）
事例研修１２回（６８人）

中核的センターとして積極的

中核的センター機能
充実化研修

かつ効果的な市町村相談業務
の援助を行う「指定消費生活相
談員」の役割に重点を置いた研

府センター相談員
等

１２回

延べ１２８人

修を実施する。

若者向け消費者教

若者の消費者被害の未然防止

育・啓発事業（高校

を図るため、高校生を中心とし

生による高校生への

た若者を対象に消費者教育を

消費者教育）

推進する。

高校生等を中心と
する若者および近
隣の一般府民

高校生向け消費者教育教材「め

消費者教育教材活用

実施し、その実践集を作成・配

推進

付することなどにより、本教材
の教育現場における有効的な

１８，０７７人

①モデル授業の実施

ざそう！消費者市民」を活用し
た消費者教育のモデル授業を

府立高校１０校で実施

３校３回
府内の国・公・私立
高等学校、高等支援

出席生徒数

１１９人

②実践事例集の作成、配付

学校教員

１，５００部
③教職員向け研修の実施

活用を促し、体系的な消費者教

５回

育の定着を図る。

７９人

教職員等に対して消費者被害

教職員等への消費者
教育事業

の現状や対処法について研修
を行い、児童・生徒及びその保
護者の相談窓口への誘導等の
円滑化を図る。
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教職員等

１５回

１，１７５人

①民生委員・児童委

①見守り者向け講座の実施

員や社会福祉主

２０回

６１６人

事、介護福祉士、

『見守り者向けハンドブ

その他高齢者・障

ック』の配付

がい者が地域にお

７５９部

いて日常生活を営
むために必要な支
援を行う者
②府民

②消費のサポーター養成講座
の実施（２日間）
修了者

③消費のサポーター

３９人

③消費のサポーター更新講座
の実施
３回

④府内の高齢者等

④消費のサポーターの活用
ア

高齢者等の周囲にアドバイスで

消費のサポーターを活用
したミニ講座の実施支援

きる知識のある人がいれば、高

高齢者被害対策強化

齢者等の消費者被害を未然に防

事業

ぎ、被害の拡大をおさえること

１３２人

１５８回
受講者数 ４，８４３人
イ

が可能であることから、地域に

消費のサポーターのフォ
ローアップ及び市町村で

おける消費者教育推進を図る。

の活用推進
３０回
⑤高齢者の見守り

⑤大阪府福祉部と連携した見

者
ア

守り強化
大阪府福祉部

啓発・情報提供

いる研修会・説

３０，０００部
イ

コンビニエンスストアや

福祉関係者・団

スーパーマーケット等と

体等

連携した見守りのための

主要コンビニ

リーフレットの作成

エンスストア

１２，０００部

加盟店舗
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福祉関係者・団体等への

が実施等して

明会に参加の

イ

ア

５ 消費生活相談事業
【プロポーザル事業】
平成３０年度においては、消費者からの消費生活相談及び苦情処理につ
いて以下の体制で実施した。
① 消費者相談の処理
・直接相談及び他機関からの相談を受け付け、助言、情報提供、あっ
せん等を行った。また、大阪府市の連携として、大阪市民からの相
談電話の引き継ぎを適宜行なった。
<相談業務の実施体制>
○相談受付日
平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
（土、日、祝日、年末年始を除く）午前９時から
午後５時まで
○相談体制
・電話
３回線 （他に継続案件連絡用１回線）
・来所
相談ブース２室
・メール相談 インターネット１回線
・文書による相談（ＦＡＸによる相談を含む）
・相談員 消費者安全法に定める消費生活相談員
の要件を満たした相談業務経験者を配置
② 市町村窓口の支援
・市町村の相談窓口からの経由相談に対応した。
・市町村からの要請に基づき巡回訪問を行った。
・市町村からの要請に基づき移送処理（市町村から引き継いで斡旋の
処理をすること）を実施した。
・消費生活相談窓口専用ウェブサイトに、新手の悪質商法の手口やそ
の対処法、倒産情報、府が入手した相談に役立つ情報、国民生活セ
ンターが発行する消費生活相談の緊急情報等を適宜、入力、更新、
削除等を行い、ウェブサイトの円滑な運営を行うとともに、市町村
の相談窓口を支援するため巡回訪問・経由相談等の相談事業の案内
を掲載し周知した。また、システムの環境設定やサーバ管理、市町
村におけるウェブサイトへのアクセス障害について連絡調整等の対
応を行なった。
③ 相談員体制の専門化、高度化
・通信分野や金融分野等の業界団体や専門機関等との情報交換会や専
門研修等を受講し、最新の知識・情報の習得に努めた。また、電話
応対や接遇マナーの向上を図った。
・相談処理対応力の迅速化、高度化を図るため、通信分野、金融分野、
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特定商取引法の分野別に専門別にチームリーダーを定め、チームリ
ーダーのもと相談処理を行なった。
・大阪弁護士会と連携し、高度な専門性を必要とする相談に対応する
ため、定期的に法律相談を実施（月１回程度）し、その内容を消費
生活相談窓口用ウェブサイトへ掲載した。また、必要に応じ緊急法
律相談を実施し、その結果を府センターに報告した。
・相談関係機関や専門機関等との情報共有化や連携を図り、事案処理
の円滑かつ迅速な処理に努めた。
④ 指定消費生活相談員の配置に向けた対応
・平成３１年４月に消費者安全法に規定する指定消費生活相談員の指定
を行うことができるよう、消費生活相談員の資質の向上及び人材育成に
努め、国家資格「消費生活相談員」の資格取得を推進した。
⑤ 相談内容の記録等
・PIO-NET への入力及び日常の PIO-NET の管理・運用（始業時の提供端
末機の起動、個人情報のバックアップ作業、システム障害時のシス
テム事業者への連絡）を行なった。
・府センターが求める相談情報について、検索、集計作業、資料作成
を行い府センターに提供した。
⑥ 相談概要の作成
・毎月集計、年度集計及び年報並びに年報詳細版（事業概要）、上半期
年報、月報の相談概要を作成した。
⑦ 相談に係る問い合せ・照会への回答
・報道機関からの相談状況等に関する問い合せに対し、府センターの
情報提供基準に基づき必要に応じて府と協議して対応した。また、
対応した内容は記録して府センターに報告した。
・府センターから指示があった場合には、府センターの担当者と同席
し対応した。
⑧ 相談関係会議への出席
・府の指定する関係機関等の開催する会議に必要な事前資料を作成し、
出席した。
⑨ 相談等関係研修、講演への講師派遣
・府の指定する関係機関の研修会に職員を派遣した。
⑩ 相談処理マニュアルの改訂
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・改正消費者契約法、改正特定商取引法、改正割賦販売法、改正旅行
業法、改正標準引越約款、賃貸住宅標準約款に関する説明を追記し、
改訂を行った。
⑪ 相談情報の収集・分析及び報告
・悪質商法及び法律・条例違反の被疑事案等の状況や、事業者指導を
行うために必要な相談情報の分析・整理等をしたうえで府センター
に報告した。
・消費者に係る危害情報や重大事故などの緊急情報、消費者啓発に必
要な相談情報の収集・分析・整理等を行い、府センターに報告した。
・自主行動基準届出団体・事業者に関する相談情報の収集・分析・整
理を行い、府センターに報告した。
・偽サイト・詐欺サイトに関する苦情相談を府センターに報告した。
・預金口座の不正利用に関する情報を府センターに報告した。
⑫ 府センターが実施する相談事業への協力
・府センターが実施する市町村研修等の相談事業について、相談の現
状を踏まえ、専門的な知見から情報提供など協力に努めた。
■（平成３０年度の相談概要は資料集１９ページ「別表３」を参照）
６．技術相談及び商品テスト等事業
商品による事故等に関する消費生活相談を処理するため、技術相談や商品
テストを実施した。また、製品事故情報などの府民への情報提供・啓発を行
った。
〇業務の体制等
・担当職員
繊維１名、食品１名の専門職員２名
・施設・設備
府センターの検査関係機器を使用した。
〇業務の概要
① 技術相談：相談の処理のための商品に関する技術的な相談
・府センター及び市町村からの要望に基づき、技術情報の提供や助言
を行った。
②

商品テスト：相談処理のための商品テスト（府内市町村経由「依頼
テスト」を含む）
(商品テストの処理概要)
・テスト要否の判断、テストの実施、分析結果を相談員へ通知した。
・同種の被害が多発するおそれが予測される場合などは、府センター
等に報告した。
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・実施困難なテストについては、公正な検査が実施できる機関に依頼
した。
③ テスト内容の記録：テストの内容、処理結果の記録
・テスト概要（年報）を作成するとともに、技術相談・商品テストの
内容や結果を記録し、毎月府センターに報告した。
④ 結果等の問い合わせ・照会への対応
・マスコミ等からテスト内容等について府センターに問合せ・照会が
あった場合、府センターの求めに応じ資料などの作成に協力した。
⑤
商品テストに係る啓発事業の実施
・地域における講座等で消費者を対象に消費生活製品の取扱い、製品
事故情報などを紹介し、注意喚起を行うなど、府民へ情報提供を下
表のとおり行った。
⑥
くらしすと｢くらしの安全情報｣の企画・編集・発行
・事故情報などを年１回(２月)発信した。（再掲）
⑦ 府内商品テスト事例研究会の実施
・商品テスト事例に関する研究会を企画・立案・実施し、相談員への
情報提供を下表のとおり行った。

事 業

名

地域講座における
消費生活製品の取
扱いに係る注意喚
起等

大阪府内商品テス
ト事例研究会

平成３０年度商品テストに係る啓発事業実績
目
的
対
象

事 業 実 施
4 回開催
・7 月 18 日
地域における講座等で消費
59 人
者を対象に消費生活製品の
・9 月 18 日
取扱い、製品事故情報などを 一般府民
26 人
紹介し、注意喚起を行う。
・11 月 13 日
25 人
・ 1 月 30 日
57 人
苦情相談に寄せられた商品
2 回開催
の原因究明のためのテスト 大阪府内の ・5 月 31 日
事例の情報交換などを通じ、 消費者行政
22 人
相談の実践に役立つ情報提 担当者・相 ・10 月 11 日
供を行う。
談員
31 人
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⑧

商品テスト関係会議への出席
以下のとおり関係会議に出席した。
・商品テスト技術・評価研究会
・商品テスト企画会議
・近畿ブロック消費生活センター連絡会議（テスト部会）
・製品安全に関する報告会
・その他、府センターが必要と認める会議

■（平成３０年度のテストに係る事業は資料集２２ページ「別表４」を参照）
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