
資料４－②

１．人口構造
　①総人口
　　・対象地域については減少傾向

今回調査（平成23年） 平成１２年調査 12年調査を１とした場合 大阪府

29,515 40,002 0.74 77,508

2,661,178 2,602,421 1.02 6,912,483

1.11% 1.54% 1.12%

　②１５歳未満人口の割合
　　・対象地域及び市域全体とも減少傾向
　　・H１２とH２３における減少の幅は、対象地域が大

今回調査（平成23年） 平成１２年調査 大阪府

2,645 4,930 8,245

316,513 351,859 917,211

0.84% 1.40% 0.90%

　③６５歳以上人口の割合
　　・対象地域及び市域全体とも増加傾向
　　・H１２とH２３における増加の幅は、対象地域が大

今回調査（平成23年） 平成１２年調査 大阪府

7,961 6,299 20,450

593,961 365,883 1,524,861

1.34% 1.72% 1.34%

２．世帯の状況
　　・対象地域における母子世帯、高齢者世帯及び高齢者単身者世帯の割合が高い。

世帯総数 対象地域 市町全体

高齢者世帯 6,122世帯 （36.23%） 430,548世帯 (32.83%) (32.65%) (28.58%)

（うち単身者世帯） 3,436世帯 （20.33%） 176,922世帯 (13.49%) (20.58%) (13.68%)

母子世帯 293世帯 （1.73%） 20,950世帯 (1.60%) (2.98%) (2.07%)

父子世帯 21世帯 （0.12%） 1,837世帯 (0.14%) (0.78%) (0.48%)

３．住民税課税人口の状況
　　・対象地域における課税人口の割合が低い。
・対象地域における非課税人口の割合が高い。

住民税所得割課税人口 住民税均等割課税人口 住民税非課税人口 住民税所得割課税人口 住民税均等割課税人口 住民税非課税人口

8,583人 9,096人 20,776人 21,813人 21,908人 44,251人

29.1% 30.8% 70.4% 30.7% 30.8% 62.3%

1,059,620人 1,117,085人 1,557,048人 2,770,960人 2,798,494人 3,021,437人

39.8% 42.0% 58.5% 40.1% 40.5% 43.7%

行政データを活用した実態把握（主な傾向）
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市域全体

1,311,523世帯

年齢別割合の増減幅

年齢別割合の増減幅

対象地域

市域全体

市域全体に対象地域が占める割合

対象地域

市域全体

市域全体に対象地域が占める割合

大阪府（世帯類型別割合）

↓3.36　（12.32% ⇒  8.96％）

↓1.63　（13.52% ⇒ 11.89％）

↑11.22　（15.75% ⇒ 26.97％）

↑8.26　（14.06% ⇒ 22.32％）

市域全体

総人口に占める割合

対象地域

対象地域

市域全体

市域全体に対象地域が占める割合

対象地域の総人口に占める割合

対象地域

16,898世帯

大阪市 大阪府



４．生活保護受給世帯の状況
　①受給世帯全体の割合
　　・対象地域における生活保護受給世帯率が高い。
　　・対象地域及び市域全体とも増加傾向
　　・H１２とH２３における増加の幅は、対象地域が大

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

4,165 3,433

113,649 49,612

　②受給世帯類型別の割合

　　・対象地域及び市域全体とも増加傾向

≪高齢者世帯≫

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

2,089 2,072

51,998 25,478

≪母子世帯≫

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

252 192

8,079 3,355

≪障がい者世帯≫

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

519 244

14,055 4,192

≪傷病者世帯≫

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

682 688

16,285 13,638

≪その他の世帯≫

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

623 237

23,232 2,949

５．障がい者手帳所持者の状況
　　・対象地域における手帳所持率が、いずれの障がいとも高い。
　　・対象地域及び市域全体とも増加傾向
　　・H１２とH２３における増加の幅は、対象地域が大

≪身体障がい者（児）≫ （身体障がい者手帳の所持者数）

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

3,051 2,063

149,521 87,114

≪知的障がい者（児）≫ （療育手帳の所持者数）

今回調査（平成23年） 平成１２年調査

407 260

18,127 11,027 ↑0.26　（0.42% ⇒ 0.68％）

↑2.44　（1.25% ⇒ 3.69％）

↑1.5　（0.27% ⇒1.77％）

↑5.18　（5.16% ⇒ 10.34％）

↑2.27　（3.35% ⇒ 5.62％）

↑0.73　（0.65% ⇒ 1.38％）

　　・世帯類型別（高齢者世帯、母子世帯、障がい者世帯・傷病者、その他の世帯）においても、
　　　対象地域における生活保護受給世帯率が高い。

総人口に占める割合の増減幅

総人口に占める割合の増減幅

受給世帯率の増減幅

受給世帯率の増減幅

受給世帯率の増減幅

↑0.01　（1.23% ⇒1.24％）

↑0.48　（1.01% ⇒ 1.49％）

↑0.32　（0.30% ⇒0.62％）

↑1.79　（1.28% ⇒ 3.07％）

↑0.69　（0.38% ⇒1.07％）

↑0.42　（3.62% ⇒ 4.04％）

市域全体

大阪府（受給世帯率の増減幅）

↑2.39　（7.50% ⇒ 9.89％）

↑1.31　（1.32% ⇒ 2.63％）

対象地域

対象地域

市域全体

受給世帯率の増減幅

受給世帯率の増減幅

受給世帯率の増減幅

↑1.47　（10.89% ⇒ 12.36％）

↑1.66　（2.30% ⇒ 3.97％）

↑6.6　（18.05% ⇒ 24.65％）

対象地域

市域全体

市域全体

対象地域

市域全体

対象地域

市域全体

対象地域

市域全体

対象地域

市域全体

対象地域

大阪府（受給世帯率の増減幅）

↑6.15　（13.67% ⇒ 19.82％）

↑3.1　（2.78% ⇒ 5.88％）↑4.18　（4.49% ⇒ 8.67％）

大阪府（総人口に占める割合の増減幅）

↑0.55　（0.55% ⇒ 1.10％）

↑0.24　（0.42% ⇒ 0.66％）

※　大阪府の数値については、平成２５年２月１５日　大阪府同和問題解決推進審議会資料
　　「行政データを活用した実態把握集計結果」（平成２５（２０１３）年２月）より抜粋。

大阪府（総人口に占める割合の増減幅）

↑3.71　（4.82% ⇒ 8.53％）

↑1.88　（2.90% ⇒ 4.78％）

↑1.9　（0.91% ⇒ 2.81％）

↑0.82　（0.17% ⇒ 0.99％）

↑0.45　（0.27% ⇒ 0.72％）

大阪府（受給世帯率の増減幅）

↑0.77　（3.35% ⇒ 4.12％）

↑0.26　（0.76% ⇒ 1.02％）

大阪府（受給世帯率の増減幅）

大阪府（受給世帯率の増減幅）

↑0.58　（1.03% ⇒ 1.61％）

↑0.27　（0.25% ⇒ 0.52％）

大阪府（受給世帯率の増減幅）

↑1.23　（0.88% ⇒ 2.11％）


