
2013 年 7 月 日 
    各区担当課 御中 

大阪社会保障推進協議会 
                                           会長 井上 賢二 

大阪市内ブロック     

                                   代表 嘉村 健彦  

 
 

大阪市内各行政区アンケートのお願い 
 
 

日頃より、私ども大阪社会保障推進協議会の活動にご理解・ご協力いただき

ありがとうございます。 
さて、昨年に引き続き別紙のように各区アンケートを実施いたします。 
大変お忙しいところ申し訳ありませんが、別紙ご回答の上、8 月 20 日までに

メールまたは Fax にて返信していただきますようお願いいたします。 
なお、メールでデータ送信をご希望の場合は、下記アドレス宛「アンケート

データ送信希望」と書いて送信してください。 
いただきましたデータについては、大阪社保協で集約し、最終的には大阪社

保協ホームページ上にアップいたします。 

 
 

 大阪社会保障推進協議会 
 〒530－0034  大阪市北区錦町 2-2 国労会館 

             ℡06-6354-8662 Fax06-6357-0846 
             メールアドレス osakasha@poppy.ocn.ne.jp 

             http://www2.ocn.ne.jp/~syahokyo/ 
 
 
 
 
 
 
 



「介護保険実施状況」各区アンケート 
 
行政区名（            ）   
担当課名(                  ) 
記入者名（            ）   
電話番号（           ）  Fax 番号（            ） 
  
※数値については、大阪全体の数字ではなく、各区の年度末(2013 年 3 月末)の
数値をお書き下さい。(3 月末の数値でない場合は時期を明記してください  

時期：   年   月時点) 
※回答については、8 月 20 日までに大阪社保協あて Fax06-6357-0846 またはメ

ール osakasha@poppy.ocn.ne.jp で返信してください。 
 
【基礎データ】 
◇ 区の人口(          )人  
◇ 高齢者（65 歳以上）数(        )人と高齢者率(     )％ 

◇ 75 歳以上の後期高齢者数(       )人 
◇ 一般世帯数(    )世帯と高齢者世帯数(   )世帯 

うち独居世帯(    )世帯 
高齢者夫婦のみ世帯(     )世帯 

 
【2013 年 3 月末・介護保険に関するデータ】 
 
◇ 第１号被保険者(     )人 
◇ 介護保険料段階別人数    

第 1段階(     )人 第２段階(     )人 第３段階(     )人 
第４段階(     )人 第５段階(     )人 第 6段階(     )人 
第 7 段階(     )人 第 8 段階(     )人 第 9 段階(    )人 
第 10 段階（    ）人 第 11 段階（    ）人 
 

◇ 第 1 号被保険者の普通徴収人数(    )人と特別徴収人数(    )人 
◇ 第１号被保険者の滞納者数 

これまでに全く保険料を払っていない(      )人 
1 度でも滞納している(      )人 
時効になった保険料のある人(     )人 
および収納率①分母普通徴収者数         ％      

②分母第一号被保険者数       ％ 
◇ 低所得者対象の独自介護保険料減免 2012 年度利用件数      人 
◇ 保険料滞納による給付制限措置執行件数 

イ)償還払い化(     )人 
ロ)給付差し止め(     )人 



ハ）3 割負担(     )人 
◇ 要介護認定等申請者数 (      )人(述べではなく実数) 
◇ 要介護認定者数(       )人(のべではなく実数) 

および介護度ごとの人数   
要支援①(     )人 要支援②(     )人 
要介護①(     )人 要介護②(     )人 
要介護③(    )人 要介護④(     )人 要介護⑤(     )人 
 

◇認定申請から要介護認定決定通知送付まで平均必要日数（    ）日 
◇マイケアプラン作成者（自己作成プラン）（          ）人   
◇ 65歳以上の痴呆高齢者を 

・把握している。(      )人 
・把握していない。 

◇ 区内介護保険利用者数(2013.3月分で)  合計(       )人 
〔内訳〕 

居宅サービス (    )人   
施設サービス 介護老人福祉施設(     )人 

         介護老人保健施設(     )人 
         介護療養型医療施設(     )人 

◇ 区内介護保険施設への待機状況 
① 介護老人福祉施設待機者数(     )人 
② 介護老人保健施設待機者数(     )人 
③ 介護療養型医療施設待機者数(     )人 

◇ 利用料軽減の状況 
①訪問介護利用者の利用料軽減件数(      )件 
②社会福祉法人による利用料軽減件数(     )件 

 
□2012年度の「要介護認定者」への「障害者控除認定書」発行について 
 ◇申請数     件 
 ◇発行数     件 
 
※ありがとうございました。Fax06-6357-0846 でご回答ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013 年「国民健康保険」アンケート 
 

行政区名（        ）担当課名(            )記入者名（        ）  

電話番号（                ） Fax 番号（                     ） 

※数値については、大阪全体の数字ではなく、各区の年度末(2013 年 3 月末)の
数値をお書き下さい。(3 月末の数値でない場合は時期を明記してください  

時期：   年   月時点) 
※回答については、8 月 20 日までに大阪社保協あて Fax06-6357-0846 またはメ

ール osakasha@poppy.ocn.ne.jp で返信してください。 
 

1.「国民健康保険」基礎データ調査 

 
① 区世帯数(         )世帯 

② 区人口（         ）人 

③ 国民健康保険加入 世帯数(         )世帯  

加入人数（         ）人    

④滞納世帯数(       )世帯 

⑤通常証発行数  (      )件 

⑥短期保険証発行数(      )件 

⑦7 月 1 日現在の短期保険証未交付数（        ）件 

⑧資格証明書発行数(      )件 

⑨7月から改正国保法施行により、高校生まで6カ月の短期保険証が発行されることと

なりました。区ごとで資格証明書発行世帯と住民票をつきあわせてください。今年度

の最新の数字でおねがいします。  7 月    日現在） 

  乳幼児   人、 小学生   人、 中学生   人   高校生世代     人 

⑩高校生までのこどもへの短期保険証発行の方法は 

  ☐郵送   普通郵便   配達証明 

  ☐訪問 

  ☐区役所へのよびだし 

 

⑪2012 年度の財産調査について(区として独自に実施したもの） 

・財産調査数 (              )件 

・どのような滞納の場合に財産調査を行っていますか 

□ 過年度１円でも滞納があれば財産調査を行う 

□ 過年度        円以上または   期以上滞納があれば行う 

□ その他(どんな場合か詳しくお書きください) 

 

⑫2012 年度差し押さえ件数（区として独自に実施したもの） 

単独差し押さえ(          )件  

内訳) 預貯金   件 不動産   件 物品   件  



保険    件（内学資保険など子どもに関する保険     件） 

給与    件 年金     件 税還付金       件 

現金化件数        件 と金額         円 

 

⑬「滞納処分の停止」を行った件数と金額 

総            件  金額                      円 

①無財産       件  金額                        円 

②生活困窮世帯   件  金額                        円 

分かればそのうち生活保護受給世帯  

         件 金額            円 

③所在不明            件  金額                        円  

 

※以上の分類は地方税法 15 条・国税徴収法 153 条による分類です。特に生活保護

についてお聞きしているのは、大阪府より 2012 年 3 月 27 日付通知が出ている関

係です。 

 

 

  

2.2012 年度保険料減免制度調査 
 

□2012 年度の政令軽減 

7 割軽減世帯数（    ）件 5 割軽減（      ）件 2 割軽減（      ）件 

 

□2012 年度の条例減免 

   3 割軽減世帯数(        )件 所得激減軽減(        )件 失業(         )件 

   その他(          )件 

 

□2012 年度保険料徴収猶予申請件数（       ）件、  

猶予決定件数（      ）件   

 

3.一部負担金減免制度について 
 

□窓口に「申請用紙」を   おいている ・ おいていない 

□担当者がこの制度を全員  知っている・知っていない 

□2012 年度の相談件数（       ）件 

適用件数（       ）件 金額(               )円 

 

 

大阪社保協 Fax06-6357-0846 またはメール osakasha@poppy.ocn.ne.jp でよろしくお願いします。 

 



2013 年「生活保護」アンケート 
 

行政区名（        ）担当課名(            )記入者名（        ）  

電話番号（                ） Fax 番号（                     ） 

※数値については、大阪全体の数字ではなく、各区の年度末(2013 年 3 月末)の
数値をお書き下さい。(3 月末の数値でない場合は時期を明記してください  

時期：   年   月時点) 
※回答については、8 月 20 日までに大阪社保協あて Fax06-6357-0846 またはメ

ール osakasha@poppy.ocn.ne.jp で返信してください。 
 

1.「生活保護」基礎データ調査 
 

 2011年3月末 2012年3月末 2013年3月末 

区世帯数    

区人口    

区生活保護世帯    

区生活保護人員    

 

 

 

2.「移送費」調査 
 

2012年度の 

① 医療券のべ発行数（         ）またはのべレセプト数（      ） 

 

② 移送費のべ利用件数（       ）またはのべ利用者数（          ）及び

給付金額（            ）円  

 
 
3.担当職員調査 
 
 ①生活保護ケースワーカーの人数（     ）人 
  正職員（     ）人、任期付き雇用職員（     ）人 
  再任用職員(       )人  その他(          )人 

平均担当件数（     ）人 
 
 ②訪問のみ実施する職員数（      ）人 
  正職員（     ）人、任期付き雇用職員（     ）人 
  再任用職員(       )人  その他(          )人 

平均担当件数（     ）人 



③ケースワーカーの有資格状況 

  社会福祉士資格（    ）人 社会福祉主事任用資格（   ）人  

無資格（    ）人 

④ケースワーカーの在任年数   平均（      ）年  

 

4. 警察官ＯＢの配置について 

①何人配置していますか  （        ）人 

②どんな仕事ですか 

□窓口で相談員として配置  □家庭訪問に同行  □尾行 □暴力団員対

応のみ  

     □その他（                        ） 

 
 

5. 就労支援員・指導員の配置について 

①何人配置していますか  （        ）人 

②どんな仕事ですか 

 
 
 ③委託先は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大阪社保協 Fax06-6357-0846 またはメール osakasha@poppy.ocn.ne.jp でよろしくお願いします。 

 
 



2013 年・4 月大阪市内区役所「職員体制」調

査 
 

区名（              ） 担当課名(               ) 

記入者名（             ）   

電話番号（             ）  Fax 番号（              ） 

メールアドレス 

 

＊非正規職員とは、嘱託、アルバイト、パート、任期付雇用など。 

 

①2012 年４月１日時点での職員体制について(区役所ごとの数字を書いてください) 

◆全職員数（      ）人 

内訳）正規職員（    ）人   非正規職員（    ）人 再任用職員（    ）人 

         

②2013 年４月１日時点での職員体制について 

◆全職員数（      ）人 

内訳）正規職員（    ）人   非正規職員（    ）人 再任用職員（    ）人 

 

③2013年4月1日現在の社会保障関係職場での職員体制についてさらにお伺いしま

す。 

 

□介護保険担当課（地域包括支援センターなどを直営でされている場合はその数も

入れてください） 

全職員数（      ）人 

内訳）正規職員（       ）人 非正規職員（      ）人 再任用職員

（      ）人 

 

□国民健康保険担当課（保険年金課などとして一本になっている場合はその課全体

の数で構いません。また徴収員などがおられる場合はその内容がわかるようにお願

いします。 

全職員数（      ）人 

内訳）正規職員（       ）人 非正規職員（      ）人 再任用職員

（      ）人 

 

□生活保護担当課 

全職員数（       ）人 内ケースワーカー（       ）人 

内訳）正規職員（       ）人 内ケースワーカー（     ）人 

     非正規職員（      ）人 内ケースワーカー（     ）人 

                       

お忙しいところ、ありがとうございました。大阪社保協 Fax06-6357-0846 またはメール

osakasha@poppy.ocn.ne.jp でよろしくお願いします。 


