
【様式２】
重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【高齢者及び若年者の消費生活の安心の確保】

計
　
画

⑵　高齢者の被害金額（既払い額）

　訪問販売･電話勧誘に関する相談割合は、65歳以上が65歳未満の
約3.5倍になっており、65歳以上の方は在宅時に被害に遭うケースが
多い。

　被害金額が50万円以上の相談件数は、65歳以上が65歳未満の方
の約２倍で、65歳以上の方の被害金額が高額化しており、ターゲット
にされやすいことがうかがえる。

⑶　特殊詐欺の状況
　大阪市内における特殊詐欺の認知件数は過去最悪であった平成28年を上回るペースで推移している。被害者は高齢者が約70％を占め
ており、自宅に架電し、言葉巧みに金銭等を騙し取る手口が多い。

　生活者である市民、とりわけ高齢者及び若年者が安心して消費生活をおくることができる状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

１　消費生活相談等の現状

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

⑴　消費生活相談にかかる高齢者の消費行動

＜特殊詐欺全体の認知件数（暫定値）＞ ＜手口別の認知件数（暫定値）＞

（大阪府警調べ）

※件数は、発生地で計上。 よって市内警察署の認知件

数と異なる場合がある。 （大阪府警調べ）

【１（１）～（２）ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）における大阪市消費者センター受付分からの集計結果】

平成28年 平成29年 増　　減

大阪市内 411 514 25.1%

大阪府内 1,633 1,597 -2.2%

市内/府内 25.2% 32.2% 7.0%

平成28年 平成29年 増　　減

オレオレ詐欺 106 120 13.2%

架空請求詐欺 116 160 37.9%

融資保証金詐欺 20 21 5.0%

還付金等詐欺 153 208 35.9%

振り込め詐欺以外の
特殊詐欺

16 5 -68.8%
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【様式２】

⑹
若

計
　
画

　本人以外からの相談件数は、65歳以上に関するものが全体の39.4％、20歳代以下の若年者に関する者が34.8％となっており、両世代を
合計すると74.2％も占めている。高齢者自身は消費者トラブルに遭っていることに気づきづらく、気づいた家族・支援者が相談してきている
ケースが多いこと、また、若年者は消費者トラブルに気付いて家族に相談し、家族が消費者センターに相談してきている傾向がうかがえる。

＜参考：民法の成年年齢引下げに向けた国の動き＞

　　平成28年9月に消費者庁長官から意見聴取の求めをうけた消費者委員会は、民法の成年年齢が引き下げられた場合、新たに成年とな
る18 歳、19 歳の消費者被害の防止・救済のためには、消費者教育などの充実や制度整備等が検討されることが必要である、と指摘してい
る。
　また、これまで20歳とされていた成年年齢が引き下げられることにより、これまで取消権が認められていた18～19歳の消費者被害が増え
る恐れがある。
　政府は、平成30年1月22日から始まる通常国会への法案提出をめざしており、民法の成年年齢を引き下げる改正案に伴い、18～19歳の
消費者被害の拡大を防ぐための消費者契約法の改正も予定している。

⑸　高齢者及び若年者の消費者トラブルに関する相談者

⑷　若年者の相談内容

　20-24歳になると、大学への進学や就職などにより、一人暮らしを始めることや未成年者に比べて契約がしやくすくなることなどから消費者
トラブルにまきこまれる機会が一挙に増えるとみられ、15-19歳に比べて相談件数が増加している。また、被害金額（既払い額）についても、
購入商品・サービス等がエステや賃貸住宅など高額化するため、50万円以上の被害金額の割合が増えている。

【ＰＩＯ－ＮＥＴにおける大阪市消費者センター受付分からの集計結果】

大阪市：若年者の商品・サービス別上位相談件数（平成28年度）

件数 322 件数 1,057
1 デジタルコンテンツ 124 デジタルコンテンツ 191
2 基礎化粧品 13 エステティックサービス 100
3 健康食品 12 不動産貸借 83
4 商品一般 9 他の内職・副業 35
5 他の健康食品 8 商品一般 31
6 相談その他 8 インターネット接続回線 28
7 野菜飲料 6 携帯電話サービス 26
8 他の台所用品 6 相談その他 20
9 財布類 6 携帯電話サービス 18

10 靴 5 台所消耗品 16

15-19歳 20-24歳

【ＰＩＯ－ＮＥＴにおける大阪市消費者センター受付分からの集計結果】
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【様式２】

　消費者センターの有用性の認知度は20歳代は60.0％と他の年代に比べて低くなっており、存在の認知度が高い65歳以上でも有用性の認
知度は70％未満と、有用性の認知度は十分ではない状況である。

　消費者被害を誰にも相談しなかった人は高齢者や若年者、
その他の世代とも約4割（平成28年度：60歳以上56.9％、20歳
代40.0%）となっているが、その理由を分析すると、65歳以上で
は相談しても仕方ない、相談せず自身で解決しようとした、20
歳代では相談しても仕方ない、どこに相談すればよいのかわ
からない、という理由が多くなっている。消費者センターや支
援者等他者に相談すれば解決策につながると思われておら
ず、特に若年者には相談窓口も知られていないことがうかが
える。

３　消費者センターの認知度等について

  消費者センターの存在は、高齢者には認知されている（89.0%）
が、若年者は44.6％と半数以上に存在自体を知られていないこと
がわかる。

⑴　存在の認知度

計
　
画

⑵　有用性の認知度等

２　高齢者及び若年者の意識・行動

【平成29年度市政モニターアンケート調査結果】

【平成29年度市政モニターアンケート調査結果】

大阪市：有用性の認知度等（65歳以上） 大阪市：有用性の認知度等（30～64歳）

【平成29年度市政モニターアンケート調査結果】
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【様式２】

自
己
評
価

戦略の進捗状況をふまえた経営課題全体としての評価結果の総括

　高齢者に消費者教育を実施したことにより、消費者被害や特殊詐欺について、簡単な対処方法や情報を身につけていると考える高齢者の割合は
高い水準であるが、消費生活に関して気になることがあれば消費者センターや支援者等に気軽に相談することにしていると考える高齢者の割合と
の間に開きがあり、目標達成に向け、気軽に相談することの有効性を周知していくことが必要である。
　また、地域の見守りネットワーク活動に関わる関係団体等に対して、地域における高齢者の消費者被害防止のための見守りに必要なミニ知識の
周知と相談相手となることの意識づけ、ネットワークの構築支援、講座を行ったことにより、高齢者の消費者トラブルに関する基本的な知識や情報を
身につけていると考えた支援者等が増えつつあるが、消費生活に関して気になることがあれば、気軽に相談できる身近な人がいると回答した高齢
者の割合は目標に達しておらず、支援者等による消費者被害防止の見守りネットワークを広げていくために、より具体的に役立つ情報提供を行う必
要がある。
　一方、成年年齢の引き下げを踏まえ、若年者に消費者教育を実施したことにより、消費者被害を未然に防止するために必要な知識や情報を身に
付けていると考える若年者の割合は高い水準であるが、消費生活に関して気になることがあれば家族や知り合いに気軽に相談することにしている
若年者の割合との間に開きがあり、消費者教育の重要性、相談の有効性を大阪市立の各高等学校や私立高校、大学等と連携して周知していくこと
が必要である。
　様々な世代の市民に、各世代に応じた効果的な媒体を通じて、消費者センターの実績等をひろく周知したことにより、消費者センターが気軽に相
談できる有用な相談窓口であることを知っている、と答えた支援者や若年者の割合は高い水準であるが、高齢者の割合は十分ではなく、特に高齢
者に対する周知活動を行っていく必要がある。
　今後も引き続き消費生活の安心の確保をめざし、高齢者の消費者被害や特殊詐欺の被害の防止をめざした取組を進め、地域における高齢者の
消費者被害防止のための見守りネットワークの構築支援などによる支援機能の向上を図るとともに、若年者に対しては教育機関と連携して消費者
教育を行い、世代に応じて効果的に消費者センターの有用性が広く認知されるよう、映像コンテンツの普及やICTの活用により積極的に取り組んで
いく。

①　高齢者に訪問や電話勧誘による消費者被害や特殊詐欺のターゲットにされやすいことを自覚してもらうこと。（要因の①）
②　高齢者に訪問や電話という端緒の段階での簡単な対処方法を身につけてもらうこと。（要因の①）
③　高齢者に消費生活に関して気になることは消費者センターや支援者等に気軽に相談するよう啓発すること。（要因の①、②）
④　高齢者の支援者に高齢者をターゲットとする悪質事業者の手口に関する情報や、訪問や電話という端緒の段階での簡単な対処方法を支援す
る高齢者に伝達してもらうこと。（要因の①）
⑤　高齢者の支援者等に高齢者が訪問や電話勧誘のターゲットにされやすいことを認識してもらい、気軽で身近な相談相手になってもらうようにす
ること（要因の②）
⑥　高齢者の支援者等に被害に遭っている高齢者の生活状況の変化に関する知識を習得して日常の支援において活用してもらうこと。（要因の③）
⑦　若年者に消費者トラブルに関する知識や情報を提供し身につけてもらうこと。（要因の④）
⑧　若年者に消費者センターの存在や有用性を認知してもらうとともに、消費生活に関して気になることは消費者センターに気軽に相談するよう啓
発すること。（要因の⑤、⑥）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

①　高齢者は在宅する機会が多く、訪問や電話勧誘による消費者被害や特殊詐欺等のターゲットにされやすく、被害に遭っていることに気づきにく
いこと。（現状の１（１）、（２）、（３）、２)
②　高齢者は消費者センターや支援者等に相談するメリットを感じにくい傾向があること。（現状の１（５）、２）
③　高齢者の支援者等は、被害を受けている高齢者の生活状況の変化に気づきにくいこと。（現状の１（５）、２）
④　若年者は、消費者トラブルに関する知識を十分身につけていないこと（現状の１（４）、２）
⑤　若年者の消費者センターの認知度が低いこと。（現状の２、３（１）（２））
⑥　若年者に対する消費者センターの情報発信が、年代に応じた効果的な媒体を十分に活用して行われていないこと。（現状の３（１）（２）（３））

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

計
　
画

⑶　消費者センターを知ったきっかけ

　消費者センターを知ったきっかけは区広報紙の割合が高く、65歳以上ではそのほかの紙媒体の割合も高い。20歳代では、インターネット
の割合が高くなっており、若年者への効果的な働きかけを行う際には、インターネットによる広報が比較的効果的であることがうかがえる。

【平成29年度市政モニターアンケート調査結果】

－4－



【様式２】

円 円 円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　各区役所や福祉局と連携し、各区の社会福祉協議会や老人クラブ連
合会などの地域団体が主催する高齢者向けの会議やイベント等、あらゆ
る機会や媒体を活用し、高齢者が悪質事業者等に狙われている状況
や、消費者被害や特殊詐欺被害の未然防止のためのミニ知識、消費者
センターに相談することの有効性を周知する。
　あわせて消費者センターの映像コンテンツの周知を行い、映像コンテン
ツの活用を勧奨する。

　　・周知を行うイベント等　　24件（各区少なくとも１件）以上
　　※消費者センターが実施する講座を除く

　講座アンケートにおいて、　「消費者トラブルや特殊詐欺の対処方法に
ついて、講座以外で聞いたことがある」と答えた高齢者の割合：95％

【撤退基準】
　上記の割合が85％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
　平成30年度新規取組

具体的取組３－１－１ 【高齢者を対象とした消費者トラブルや特殊詐欺の未然防止策の周知】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

めざす成果及び戦略　３－１ 【高齢者を対象とした消費者教育の推進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　高齢者が、消費者被害や特殊詐欺のターゲットにされやすいことを自
覚し、簡単な対処方法を身に付け、消費者センターや支援者等に気軽に
相談することができている状態

①　高齢者が集まる様々な機会を捉え、高齢者が悪質事業者等に狙われ
ている状況や、消費者被害や特殊詐欺被害の未然防止のためのミニ知
識、消費者センターに相談することの有効性を周知する。（課題の①、②、
③）
②　高齢者に、悪質な事業者の手口や拒否方法、消費者被害の未然防
止に必要な知識など消費者トラブルに関する基本的な知識や情報を習得
してもらうための消費者教育を実施する。(課題の①、②）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①高齢者福祉月間行事におけるアンケートにおいて、「消費者被害や特
殊詐欺について、訪問や電話という端緒の段階等での簡単な対処方法
や情報を身につけている」と答えた高齢者の割合
：80％【平成31年度】

②高齢者福祉月間行事におけるアンケートにおいて、「消費生活に関し
て気になることがあれば消費者センターや支援者等に気軽に相談するこ
とにしている」と答えた高齢者の割合
：85％【平成31年度】

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・区民まつりにおけるチラシ配布などの周知活動により、講座以外の場に
おける消費者啓発の取り組みも認知されてきているものの、達成目標に
は到達しておらず、さらなる啓発が必要である。

【改善策】
・ホームページやFacebookでの周知以外に、市関連施設や駅におけるチ
ラシ・ポスターの配架・掲示など、高齢者に伝わりやすい媒体での周知を
行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

27件（24区） ・区民まつり等イベントにおけるチラシ配布などの周知活動により、講座以
外の場における消費者啓発の取り組みも認知されてきているものの、業
績目標には到達しておらず、さらなる啓発が必要である。

業績目標の達成状況
「消費者トラブルや特殊詐欺の対処方法について、講座以外で聞
いたことがある」と答えた高齢者の割合：85.8％

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

・高齢者に対し、会議やイベント等あらゆる機会や媒体を活用し、高齢者
が悪質事業者等に狙われている状況や、消費者被害や特殊詐欺被害の
未然防止のための知識、消費者センターや支援者に気軽に相談すること
の有効性を周知する。Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 b
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・高齢者が悪質事業者等に狙われている状況や、消費者被害や特殊詐
欺被害の未然防止のための知識、消費者センターや支援者に気軽に相
談することの有効性についての理解を深めるため、より効果的な教育・啓
発の取り組みが必要である。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
「消費者被害や特殊詐欺について、訪問や電話
という端緒の段階等での簡単な対処方法や情
報を身につけている」と答えた高齢者の割合：
86.8％

A

B
「消費生活に関して気になることがあれば消費
者センターや支援者等に気軽に相談することに
している」と答えた高齢者の割合：60.5％

B

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

―

83.3%

②(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ホームページやFacebookでの周知以外に、市関連施設や駅におけるチ
ラシ・ポスターの配架・掲示など、高齢者に伝わりやすい媒体での周知を
行う。
・配布するチラシ等の作成に当たっては、高齢者の記憶に残りやすいよう
工夫して作成する。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成
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【様式２】

円 円 円

①　悪質な事業者の手口、訪問勧誘の撃退法や特殊詐欺の対処方法な
どの講座を、高齢者を対象に実施するために、区役所と連携して周知機
会等の情報収集に努め、開催回数が少ない区の社会福祉協議会や老
人クラブ連合会などの地域団体等に対して積極的な働きかけを行う。
②　民間の介護事業者などの新たな需要を掘り起こすことにより、これま
で悪質な事業者の手口等について知る機会のなかった方に受講してもら
い、あわせて消費者センターへの相談の有用性等を周知する。
③　以前受講した方に、繰り返し受講してもらうことにより知識の定着化
を図る。

　　・新たな地域団体等での講座実施回数　年10回以上

　講座アンケートにおいて「悪質事業者の手口や拒否方法等消費者トラブ
ル（特殊詐欺含む）に関する知識を習得することができ、実践できるように
なった」と答えた人の割合：90％以上
　
【撤退基準】
  上記の割合が80％未満の場合、事業を再構築する。計

画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

前年度までの実績
　平成30年度新規取組

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・新たな地域団体等での講座実施回数　22回 ・対処方法を実践できると回答した割合は業績目標には到達していないこ
とから、より具体的な対処方法の教育・啓発が必要である。

業績目標の達成状況
「悪質事業者の手口や拒否方法等消費者トラブル（特殊詐欺含
む）に関する知識を習得することができ、実践できるようになった」
と答えた人の割合：85.6％（新規団体における割合：85.3％） ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・講座の中で、ＤＶＤの視聴や受講者参加型のロールプレイングによる学
習などにより、実際にどのようにトラブルに遭うのかイメージしやすいよう
にし、「きっぱり断る」、「相談する」といった基本的な対処方法を実践でき
ることが重要であると認識してもらうような講座となるよう工夫していく。①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった

②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

１百万

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・悪質事業者の手口等についての理解度は高いものの、それに比べ、実
際にその対処方法を実践できると回答した割合は達成目標には到達して
いない。

【改善策】
・講座の中で、ロールプレイングによる学習など受講者参加型の方法も積
極的に取り入れるなど、より実践的で効果的な講座となるよう実施方法を
工夫していくとともに、啓発DVDの配布も行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組３－１－2 【高齢者を対象とした消費者被害の未然防止のための教育】

28決算額 １百万 29予算額 １百万 30予算額
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【様式２】

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・具体的取組３－２－１～３－２－３を通じた周知活動　1,350人 ・支援者によっては、高齢者に対して声かけなどを行うことが難しいと回答
する人がいることから、気軽に相談できる身近な相手となるようこころがけ
よう、といった意識づけとなるような啓発を行っていく必要がある。

業績目標の達成状況
「高齢者に対して日常的に声かけを行うなど、気軽に相談できる
身近な相手となるようこころがける」と答えた人の割合：87.7％

②(ⅱ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・周知活動や講座を通じ、高齢者の消費者被害防止のためには、声かけ
などの見守り活動が重要であることを認識してもらい、消費者被害に気づ
くポイントや声かけの方法等を掲載したハンドブックの配布や悪質事業者
の手口を学べるＤＶＤの紹介など、支援者等が見守り活動をする際に役立
つ情報を提供していく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

めざす成果及び戦略　３－２ 【地域における高齢者の支援機能の向上】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　高齢者の見守り活動を実施している団体、施設等の支援者等が、消費
者トラブルの際の身近な相談相手として頼りにされ、被害に遭っている高
齢者の生活状況の変化に気づくようになり、悪質事業者の手口に関する
情報や簡単な対処方法（特殊詐欺含む）を高齢者に伝達できる状態

①　高齢者の見守りに取り組んでいる支援者や高齢者が通所している施
設の職員等に、高齢者が悪質事業者等に狙われている状況や消費者被
害や特殊詐欺被害の未然防止のための簡単な対処方法、消費者セン
ターに相談することの有効性を伝達できるようなミニ知識を提供し、高齢
者に伝達してもらう。（課題の④、⑤）

②　高齢者の支援者等に、高齢者は被害に遭いやすいので、気軽に相談
できる身近な相手になってもらうよう意識付けの啓発を行う。（課題の⑤）

③　地域において、高齢者が身近な所で気軽に相談できる環境を整える
ため、見守り活動を実施している団体、施設等の支援者等のネットワーク
づくりの支援を行う。（課題の④、⑤、⑥）

④　高齢者の支援者等に、高齢者の消費者被害のサインや気づき方、悪
質事業者の手口や拒否方法等消費者トラブル（特殊詐欺含む）に関する
知識や情報を習得し、高齢者に簡単な対処方法（特殊詐欺含む）を伝達し
てもらうための消費者教育を実施する。（課題の⑤、⑥）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①　講座アンケートにおいて　「高齢者の消費者トラブルに対処するため
の、高齢者被害のサインや気づき方、悪質事業者の手口や拒否方法等
消費者トラブル（特殊詐欺含む）に関する知識や情報を身につけている」
と答えた支援者等の割合：90％　【平成31年度】

②　高齢者福祉月間行事におけるアンケートにおいて「消費生活に関し
て気になることがあれば気軽に相談できる身近な人がいる」と回答した
高齢者の割合：85％【平成31年度】

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
　「高齢者の消費者トラブルに対処するための、
高齢者被害のサインや気づき方、悪質事業者
の手口や拒否方法等消費者トラブル（特殊詐欺
含む）に関する知識や情報を身につけている」と
答えた支援者等の割合：96.7％

Ａ

Ｂ

「消費生活に関して気になることがあれば気軽
に相談できる身近な人がいる」と回答した高齢
者の割合：71.6％

Ｂ

・支援者等に対し、高齢者が悪質事業者等に狙われている状況について
の情報提供や消費者教育の機会をつくり、より一層の支援を行う必要が
ある。
・高齢者が気軽に相談できる身近な支援者等を育成するため、支援者等
を対象により一層の教育・啓発を行う必要がある。

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・支援者等を対象とした教育講座において、講座以外の場（支援者等が集
まるイベントや会議）においても啓発チラシやDVDを配布するなどして、高
齢者が悪質事業者等に狙われている状況や高齢者の消費者被害防止の
ための対処方法等について、高齢者に伝達いただけるよう情報提供して
いく。
・高齢者が気軽に相談できる相手になってもらえるよう、支援者等に対し
声掛けの重要性やその方法など講座等で情報提供していく。

90.6%

82.5%

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　各区役所や福祉局と連携し、ホームページなどの広報媒体や、各区の
社会福祉協議会や老人クラブ連合、包括支援センターなどの地域団体
関係会議等、さまざまな機会を通じ、高齢者の支援者に、消費者被害や
特殊詐欺被害の未然防止のための簡単な対処方法、消費者センターに
相談することの有効性を伝達できるようなミニ知識を提供し、高齢者に伝
達してもらうことや、気軽に相談できる身近な相手になってもらうよう、意
識づけの啓発を行う。
　あわせて、消費者センターのデジタルコンテンツや啓発資料の周知を
行い、デジタルコンテンツや啓発資料の活用を勧める。
　
　　・具体的取組３－２－１～３－２－３を通じた周知活動　2,000人以上

　啓発活動対象者のアンケートにおいて、「高齢者に対して日常的に声か
けを行うなど、気軽に相談できる身近な相手となるようこころがける」と答
えた人の割合：95％

【撤退基準】
　上記の割合が85％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
　具体的取組３－２－１～３－２－３を通じた周知活動
     2,310人（平成29年2月末）

具体的取組３－２－１ 【支援者等へのミニ知識の周知と相談相手となることの意識づけ】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ） 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・アンケートの回答で、普段接する機会の少ない高齢者に対しては、声か
けなどを行うことについて消極的な人が１割ほどいる。

【改善策】
・周知活動や講座を通じて、消費者被害に気づくポイントや声かけの方法
等を掲載したハンドブックの配布や悪質事業者の手口を学べるＤＶＤの紹
介など、支援者等が見守り活動をする際に役立つ情報を提供していく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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【様式２】

円 円 円

円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・新たな高齢者を支援する団体等での実施　１7団体 ・講座を実施した団体等に対して、具体的な活動方法について、引き続き
情報提供を行っていく必要がある。

業績目標の達成状況
「今後、団体等として、地域で講座等の被害防止活動に取り組
む」と答えた団体等の割合：95.0％

①（ｉ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・今後、実際に団体等が消費者被害防止活動を行っていけるよう、講座の
案内やデジタルコンテンツを周知するチラシ、啓発DVDを配布するなどの
支援を行う。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・東淀川区民生委員児童委員協議会で取組みの説明・依頼（6月）
・東淀川区地域連絡会議（地域活動協議会会長、連合振興町会長の会
議）で取組みの説明・依頼（7月）
・東淀川区内の連合振興町会等の地域団体への説明、追加資料送付
（10月～２月）
・支援によりネットワークを構築した地域（団体）　：4団体（うち新規2団
体）

・アンケートで、高齢者の消費者被害についての意識は高いものの、見守
りの取組みの実践は業績目標を下回った。その理由として、消費者被害
を見聞きしたことがないから、また何をすればいいのかわからないからと
回答した人が多いことから、消費者被害について具体的な事例を挙げて、
誰にでも起こりうることであるという意識を高める啓発に取組むとともに、
被害防止に役立つ実践的な見守り活動の紹介を行っていくことが必要で
ある。

業績目標の達成状況
　構築された「高齢者の消費者被害防止のための見守りネット
ワーク」の構成員のアンケートにおいて、高齢者が消費者被害に
遭っていることの気づきや声掛け、消費者センターへのつなぎ
等、地域で消費者被害防止のための見守りの取組みを行ったと
答えた人の割合：34.5%

③

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・団体の会合での説明や、追加資料の送付時に、実際の消費者被害につ
いて実感していただけるような情報を提供する。
・支援者の気付こうとする意識から、実際の見守り活動へ移行できる手助
けとなる資料を提供する。
・平成30年度末に設置した大阪市消費者安全確保地域協議会において、
関係機関・団体と連携し、消費者被害防止のための見守りの推進等の取
組に関して協議や情報交換を行っていく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ×
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
　各区役所と連携し、「地域の見守りネットワーク活動」に携わる関係団
体等のある地域へ、消費者センターが実施する事業や情報提供（消費
者トラブルと特殊詐欺の現状等）の活用を勧めることなどにより、「高齢
者の消費者被害防止のための見守りネットワーク」づくりの支援を行う。
　
    ・支援によりネットワークを構築した地域（団体）　２団体以上

　構築された「高齢者の消費者被害防止のための見守りネットワーク」の
構成員のアンケートにおいて、「高齢者が消費者被害に遭っていることの
気づきや声掛け、消費者センターへのつなぎ等、地域で消費者被害防止
のための見守りの取組みを行った」と答えた人の割合：50％以上

【撤退基準】
　上記の割合が40％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績
支援によりネットワークを構築した地域（団体）
  ２団体（平成29年度）

具体的取組３－２－２ 【高齢者の消費者被害防止のための見守りネットワークの構築支援】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）

①  区役所と連携して過去に講座開催のない団体等に働きかけを行い、
地域の見守りネットワーク活動に携わる関係団体等へ消費生活相談員
等を派遣し、高齢者の相談相手となる重要性及び高齢者の被害の深刻
な実態（特殊詐欺含む）を訴え、気づき、声掛け、消費者センターへのつ
なぎ等、地域における高齢者被害の見守り活動に必要な講座を実施す
る。
　あわせて、消費者センターのデジタルコンテンツや啓発資料の周知を
行い、デジタルコンテンツや啓発資料の活用を勧める。
②　大阪市老人クラブ連合会が実施する各区の見守りサポーター養成
講座に、消費生活相談員等を派遣して、見守り活動に必要な知識を習得
し、活用してもらう。

　　　・新たな高齢者を支援する団体等での実施　年10団体以上

　講座アンケートにおいて、「今後、団体等として、地域で講座等の被害防
止活動に取り組む」と答えた団体等の割合：85％以上

【撤退基準】
　上記の割合が75％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

　平成30年度新規取組

具体的取組３－２－３ 【高齢者の支援者等を対象とした消費者トラブルに関する知識や情報を習得するための講座の実施】

28決算額 ４百万 29予算額 ５百万 30予算額 １３百万

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・現在取り組んでいる東淀川区への支援を行うとともに、他の区でも、ネッ
トワークの構成団体となりうる地域団体への働きかけを進める必要があ
る。
【改善策】
・その他の区でも、地域団体のニーズを把握し、ネットワークの構築支援
を具体化していく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・講座を実施した団体等に対して、具体的な活動方法について、引き続き
情報提供を行っていく必要がある。

【改善策】
・今後、実際に団体等が消費者被害防止活動を行っていけるよう、講座の
案内やデジタルコンテンツを周知するチラシ、啓発DVDを配布するなど活
動の支援を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ）

－8－



【様式２】

　 円 円 円

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・働きかけを行って講座を実施した回数　８回（７校） ・講座受講者について、対処方法を実践できると回答した割合は業績目
標には到達していないことから、講座の内容をより具体的な対処方法を習
得できる内容にしていくことが必要である。

業績目標の達成状況
「消費者被害を未然に防止するために必要な基本的な対処方法
を実践できるようになった」と答えた人の割合：88.1%

②(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・講座の中で、ＤＶＤの視聴や受講者参加型のロールプレイングによる学
習などにより、実際にどのようにトラブルに遭うのかイメージしやすいよう
にし、「きっぱり断る」、「相談する」といった基本的な対処方法を実践する
ことが重要であると認識してもらうような講座となるよう工夫していく。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

めざす成果及び戦略　３－３ 【若年者を対象とした消費者教育の推進】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　20歳未満の若年者が、成年年齢になれば消費者トラブルに遭う可能性
が高まることを自覚し、悪質な事業者の手口や対応方法、相談先等消費
者トラブルに関する基本的な対応方法や情報を身につけている状態

  20歳未満の若年者が通う学校の協力を得て、成年年齢に達した時の消
費生活リスクを認知し、消費者トラブルに関する基本的な知識や情報を習
得するとともに、消費生活に関して気になることは消費者センターに相談
してもらえるよう、消費者教育を実施する。(課題の⑦、⑧）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
①協力学校におけるアンケートにおいて、「消費者被害を未然に防止す
るために必要な悪質事業者の手口や拒否方法といった基本的な知識や
情報を身につけている」と答えた若年者の割合：95％【平成31年度】

②協力学校におけるアンケートにおいて、「消費生活に関して気になるこ
とがあれば家族や知り合いに気軽に相談する」と答えた若年者の割合：
80％【平成31年度】

　被害防止には成人年齢以前に消費者教育を行うことが重要であるた
め、消費生活に関する基礎的な知識や消費者トラブル防止に必要な知
識、及び消費者センターに相談することの有効性についての講座を若年
者を対象に、過去に消費者センターの事業に申し込みのあった市内の高
校・専門学校を中心に働きかけを行うなどにより、学校の協力を得て実
施する。

　　・働きかけを行って講座を実施した回数　年６回以上

　講座アンケートにおいて「消費者被害を未然に防止するために必要な基
本的な対処方法を実践できるようになった」と答えた人の割合：95%以上

【撤退基準】
 上記の割合が85％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

　平成30年度新規取組

具体的取組３－３－１ 【若年者を対象とした消費者被害の未然防止のための教育】

28決算額 １百万 29予算額 １百万 30予算額 １百万

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

・大阪市立の各高等学校に対して、講座の案内を精力的に行っているが、
引き続き若年者の消費者教育の重要性について周知していく必要があ
る。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
「消費者被害を未然に防止するために必要な悪
質事業者の手口や拒否方法といった基本的な
知識や情報を身につけている」と答えた若年者
の割合：97.3％

Ａ

A

「消費生活に関して気になることがあれば家族
や知り合いに気軽に相談する」と答えた若年者
の割合：71.6％

Ａ

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ）

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

【課題】
・講座実施数が少なく、学校等への働きかけが必要である。
・講座受講者について、悪質事業者の手口等についての理解度は高いも
のの、それに比べ、実際にその対処方法を実践できると回答した割合は
達成目標には到達していない。

【改善策】
・開催回数に制限があるため、現在調整中の学校の結果をふまえなが
ら、順次、過去に消費者センター事業に申し込みのあった学校等に対し
て、講座開催を働きかけていく。
・講座の中で、ロールプレイングによる学習など受講者参加型の方法も積
極的に取り入れるなど、より実践的で効果的な講座となるよう実施方法を
工夫していく。

・私立高校や大学等にも講座案内を行い、さまざまな機会を通じて、若年
者の消費者教育の重要性について周知していく。

－

－

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
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【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　３－４ 【消費者センターの有用性の認知度の向上】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
　市民にとって、消費者センターが消費生活に関して気軽に相談できる
窓口であり、消費者被害の未然防止、被害の救済･回復に役立つ機関で
あると認知されている状態

　様々な世代の市民に、各世代に応じた効果的な媒体を通じて、消費者
被害の未然防止、被害の救済･回復に関する消費者センターの実績をPR
し、その有用性を認知してもらう。（課題の③、⑤、⑧）

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
　「消費者センターが消費生活に関して気軽に相談できる窓口であり、消
費者被害の未然防止、被害の救済･回復に役立つ機関であることを知っ
ている」と答えた人の割合【平成31年度】
・高齢者（高齢者福祉月間行事におけるアンケート）：85％
・支援者等（講座アンケート）：90％
・若年者（協力学校におけるアンケート）：95％

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

　「消費者センターが消費生活に関して気軽に
相談できる窓口であり、消費者被害の未然防
止、被害の救済･回復に役立つ機関であること
を知っている」と答えた支援者等の割合：95.6％

Ａ

「消費者センターが消費生活に関して気軽に相
談できる窓口であり、消費者被害の未然防止、
被害の救済･回復に役立つ機関であることを
知っている」と答えた若年者の割合：95.2％

Ａ

「消費者センターが消費生活に関して気軽に相
談できる窓口であり、消費者被害の未然防止、
被害の救済･回復に役立つ機関であることを
知っている」と答えた高齢者の割合：68.8％

Ｂ

B
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・引き続き、講座において周知するとともに、講座以外の場（イベントや会
議、高齢者が集まる施設等）においてもチラシを配布するなどして、消費
者センターの有用性について周知していく。
・高齢者に対しては市関連施設や駅などでのチラシの配布、若年者に対し
てはホームページやFacebookなどICTを活用するなど、各世代に応じた効
果的な媒体により周知する。

・消費者センターの有用性について、高齢者に対する周知が必要である。

―

―

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ｂ
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

79.7%

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

 ・　施設、イベント等で映像コンテンツを使用した実績
　　　　　　　　11施設、11回以上

・各世代に応じた消費者センターの事業内容の周知方法をより一層工夫
することが必要である。

業績目標の達成状況
「消費者センターのホームページや映像コンテンツ、チラシ等の広
報媒体を見たことがある」と回答した人の割合：24.1％ ②(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、講座において周知するとともに、講座以外の場（イベントや会
議、高齢者が集まる施設等）においてもチラシを配布するなどして、消費
者センターの有用性について周知していく。
・高齢者に対しては市関連施設や駅などでのチラシの配布、若年者に対し
てはホームページやFacebookなどICTを活用するなど、各世代に応じた効
果的な媒体により周知する。
・チラシやパンフレット等に、ＱＲコードを記載し、よりホームページへのア
クセスを容易にする。

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①（ｉ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

【課題】
・各世代に応じた消費者センターの事業内容の周知をより一層実施してい
くことが必要である。

【改善策】
・引き続き、講座において周知するとともに、講座以外の場（支援者等が
集まるイベントや会議）においてもチラシを配布するなどして、消費者セン
ターの有用性について周知していく。
・高齢者に対しては市関連施設や駅などでのチラシの配布、若年者に対し
てはホームページやFacebookなどICTを活用するなど、各世代に応じた効
果的な媒体により周知する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

業績目標（中間アウトカム）
　市政モニターのアンケートにおいて、「消費者センターのホームページや
映像コンテンツ、チラシ等の広報媒体を見たことがある」と回答した人の割
合：30％

【撤退基準】
  上記の割合が20％未満の場合、事業を再構築する。

前年度までの実績

①　具体的取組３－１から３－３の全ての取組を通してICTを活用し、メー
ルへのリンク掲載やチラシへのＱＲコード掲載、また、消費者センターが
実施する講座や啓発活動等における周知等により、消費者センターの
映像コンテンツへのアクセスを容易にする。また、高齢者がよく利用する
施設、区役所等と連携し、デジタルサイネージ、テレビモニター等で消費
者センターの広報を行う。

②　区役所や福祉局と連携して周知機会等の情報収集に努め、あらゆ
る機会をとらえて周知活動を行うことなどにより、高齢者等及び支援者等
に対して、消費者センターの事業内容や実績、相談内容や解決方法等
を周知し、相談窓口を利用することを勧める。

③　SNSや消費者センターの映像コンテンツ、リーフレット等を活用し、若
年者に消費者センターの存在を周知する。

　 ・　施設、イベント等で映像コンテンツを使用した実績
　　　　　　　　５施設、５回以上

　平成30年度新規取組

具体的取組３－４－１ 【各世代に応じた消費者センターの事業内容の周知】

28決算額 － 29予算額 － 30予算額 －

計
画

取組内容
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