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第１ 外部監査の概要 

 

１ 選定した特定の事件 

 

   生活保護に関する事務の執行について 

 

２ 特定の事件を選定した理由 

 

   生活保護制度は、憲法第25条の生存権の規定にその根源を置く制度であるところ、

格差社会、無縁社会、ワーキングプア、貧困問題等の言葉が飛び交う今日、同制度は

最後のセイフティネットとして重要である。そして、リーマン・ショック以降の不景

気で平成21年度の生活保護費が全国的には初めて3兆円を超え、増え続ける生活保護

申請で自治体財政は火の車などと報道されている。浜松市の場合も、保護率は全国平

均と比べ低いとは言うものの、近年増加傾向にあり、リーマン・ショックを契機に急

増している。歳出決算額で生活保護費は、平成22年度においては、約101億円に上り、

同23年度予算額は約117億円に及んでいる。更に、静岡県は有効求人倍率が全国平均

を下回り、地元企業の経営に改善の兆しが見えないとすると、今後も雇用情勢は不安

定であり、生活保護世帯の増加は続くものと予想される。したがって、生活保護に関

する事務の執行を検証する意義は大きいものと思料し、本年度の包括外部監査の対象

に選定した。 

 

３ 監査従事者 

 

（１）包括外部監査人 

         弁護士    鈴  木  孝  裕 

 

（２）補助者 

         弁護士    杉  田  智  樹 

         弁護士    伊 豆 田  悦  義 

         公認会計士  田  畑  隆  久 

         公認会計士  松  島  達  也 

         公認会計士  山  田  夏  子 

 

 この概要版では、生活保護の現状を浜松市における動向や実施体制を中心に記載し、そ

の後に監査の結果のみを記載している。監査の結果については、合規性、事務の効率性等

の観点から、是正が必要と思われるものについては、「指摘事項」、将来的に是正すること

が望ましいと思われるものについては、「意見」として記載した。 
    



第２ 生活保護の種類と手続等 

 

 - 3 - 

第２ 生活保護の種類と手続等 

 

１ 生活保護の種類 

 

  生活保護は、その内容によって次の表のとおり8種類の扶助に分けられている。 

  

種類 主な内容 

生活扶助（法第１２条） 衣食その他日常生活に必要な費用、移送費 

教育扶助（法第１３条） 義務教育に必要な費用 

住宅扶助（法第１４条） 
家賃、間代、地代あるいは住宅の維持補修に必要

な費用 

医療扶助（法第１５条） 医療費 

介護扶助（法第１５条の２） 介護サービスを受けるために必要な費用 

出産扶助（法第１６条） 出産に必要な費用 

生業扶助（法第１７条） 
高等学校就学費、小規模事業を営むための費用あ

るいは技能修得、就職支度に必要な費用 

葬祭扶助（法第１８条） 葬祭に必要な費用 

※法とは生活保護法をいう。 

 

 

２ 生活保護の方法 

 

（１）居宅保護 

     被保護者に対する扶助は、その者の居宅において行うことを原則とする（法第

30 条）。また、その扶助は、金銭給付を原則とするが、医療扶助や介護扶助は、

被保護者に直接、医療や介護のサービスを受けてもらう現物給付により行われる。 

 

（２）施設保護 

居宅生活が困難で、事情によっては施設入所によらなければ法の目的が達せら

れない場合があり、この場合は施設入所により保護が行われる。法が予定してい

る施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設がある

（法第38条）。 
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３ 生活保護の手続 

 

生活保護の手続の流れを図示したのが次の表である。 
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第３ 生活保護の現状 
 

１ 全国の動向 

 

   現行の生活保護法施行後の全国的な生活保護の実施状況の年次推移を表わしたのが、

厚生労働省第3回社会保障審議会生活保護基準部会資料中にある次の表である。これ

によれば生活保護の実施状況は、景気の変動と密接に関連していることが分かる。 

 

 

 

※保護率については、厚生労働省調査等で、1,000 分比（‰＝パーミル）で示しているこ

とから、本報告書においても‰で表記する。 

 

 

 

 

 

 



第３ 生活保護の現状 

 

 - 6 - 

そして最近の生活保護の動向を見ると、平成 7 年度（年度平均）の被保護世帯数

601,925世帯、被保護人員882,229人（保護率7.0‰）を底として、増加に転じており、

特に平成20年秋のリーマン・ショック以降は、下記表のとおり急激な増加となってい

る。そして、平成23年 5月時点で被保護世帯数1,471,257世帯、被保護人員2,031,587

人に達している。 

全国の生活保護の実施動向 

年月 世帯数 人数 保護率（‰）

平成18年12月 1,084,753 1,525,512 11.9

平成19年12月 1,113,291 1,553,593 12.2

平成20年12月 1,159,630 1,606,714 12.6

平成21年12月 1,307,445 1,811,335 14.2

平成22年12月 1,435,155 1,989,577 15.6

（生活保護速報：厚生労働省社会・援護局保護課）  
 

 

２ 浜松市の動向 

 

（１）生活保護の実施動向 

合併前の旧浜松市においては、保護率は昭和 55 年をピークとして以後減少傾 

向で推移してきたが、平成5年8月を境に上昇に転じ、月によって多少の変動が

あったものの平成 16 年度までは、若干の上昇傾向にあった。保護率は、平成 13

年度4.39‰、同14年度4.73‰、同15年度5.00‰、同16年度5.39‰と推移して

いる。 

そして、平成 17 年 7 月の合併後の保護動向を見ると、下記表のとおり平成 19

年 2月には、前年同月と比較すると若干減少したが、その後は全国の動向と同様

に増加傾向となり、平成20年秋のリーマン・ショックを契機として急増している。 

 

浜松市の生活保護の実施動向 

年月 世帯数 人数 保護率（‰）

平成18年2月 2,730 3,624 4.51

平成19年2月 2,708 3,554 4.40

平成20年2月 2,856 3,736 4.61

平成21年2月 3,123 4,044 4.97

平成22年2月 4,451 6,141 7.57

平成23年2月 5,112 7,058 8.81
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（２）生活保護費の推移 

浜松市の過去5年間の生活保護費を決算ベースで給付の種類別に推移を示した

のが下記表であり、近年の生活保護費の増加傾向を顕著に示している。給付の種

類別では、やはり生活扶助と医療扶助が突出して高額である。 

 
浜松市の生活保護扶助費の推移（決算額） 

給付の種類別内訳 

（単位：円）

扶助別 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

生活扶助 1,804,746,205 1,811,042,808 1,911,270,294 2,874,016,071 3,708,548,755

住宅扶助 768,505,140 796,280,774 877,847,939 1,324,755,813 1,644,607,317

教育扶助 28,694,347 28,427,498 26,549,191 52,786,690 72,222,609

医療扶助 2,919,305,747 2,782,619,799 2,851,869,904 3,151,423,485 3,876,744,769

介護扶助 187,708,888 204,061,636 202,635,478 221,173,500 267,497,164

出産扶助 0 0 290,320 416,280 0

生業扶助 11,916,779 14,466,375 23,614,946 22,614,061 22,445,792

葬祭扶助 3,927,214 5,882,433 5,344,319 5,008,011 8,003,170

施設事務費 521,116,982 541,478,757 547,173,804 534,557,099 544,498,035

計 6,245,921,302 6,184,260,080 6,446,596,195 8,186,751,010 10,144,567,611

対前年度比 99.0％ 104.2％ 127.0％ 123.9％  

 

     ちなみに、平成23年度の生活保護費の予算の扶助別内訳は、次の表のとおりで

ある。 

浜松市の生活保護費の予算の内訳 

平成23年度予算 

（単位：円）

扶助別 平成23年度 比率％

生活扶助 4,382,167,000 37.55

住宅扶助 1,892,433,000 16.22

教育扶助 80,086,000 0.69

医療扶助 4,394,230,000 37.65

介護扶助 288,330,000 2.47

出産扶助 1,632,000 0.01

生業扶助 30,348,000 0.26

葬祭扶助 8,557,000 0.07

施設事務費 592,834,000 5.08

計 11,670,617,000 100  
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（３）歳出総額に占める保護費の割合 
このような生活保護費の支出は、市の一般会計決算に対し次の表のような割合

を占め、平成22年度にあっては、3.7％となっている。 

なお、この比率は、保護率の高い他の政令指定都市に比べれば低いと言えるも

のの、その増加率については、注意を要する。 
 

浜松市の歳出総額に占める保護費の割合 

平成18年度～平成22年度一般会計決算 

（単位：千円）

区　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

生活保護費（Ａ） 6,245,921 6,184,260 6,446,596 8,186,751 10,144,568

歳出総額（Ｂ） 244,990,001 261,803,135 273,931,476 275,353,644 277,834,770

割合％（Ａ/Ｂ） 2.5 2.4 2.4 3.0 3.7  

 

 

（４）生活保護費の財源の内訳 

次に、市の生活保護費の財源の内訳を見たのが、次の表であり、市の一般財源

からの支出が平成22年度には、同18年度に比べ約10億円増加していることが分

かる。 

 

浜松市の生活保護費の財源の内訳（国庫負担金、徴収金等、市費） 

平成18年度～平成22年度決算額 

（単位：円）

区　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

生活保護費決算額 6,245,921,302 6,184,260,080 6,446,596,195 8,186,751,010 10,144,567,611

国庫負担金 4,614,212,000 4,568,466,000 4,758,926,000 6,065,524,000 7,506,021,000

徴収金等収入 93,637,808 92,971,531 101,360,511 99,384,930 136,538,636

市費（一般財源） 1,538,071,494 1,522,822,549 1,586,309,684 2,021,842,080 2,502,007,975 

 

 

（５）市の保護率と全国平均、県平均との比較 
ところで、浜松市の保護率を全国平均及び静岡県平均を過去5年間にわたり比

較したのが次の表で、浜松市は平成22年度において県平均を上回っているものの、

全国平均は大幅に下回っている。 
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浜松市の保護率と全国平均、県平均との比較 

平成18年度～平成22年度（各年度4月末現在） 

（単位：‰）

区　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

浜松市 4.4 4.5 4.6 5.4 7.8

国 11.7 11.9 12.2 13.0 14.7

静岡県 4.3 4.5 4.6 5.1 6.3  

 
（６）他の政令指定都市との比較 

次に、浜松市と他の政令指定都市の保護率を比較したのが次の表であり、平成

23年 5月末時点において、浜松市は最も低い値となっている。 

 
他 の 政 令 市 と の 比 較 

人口、被保護世帯数、人員、保護率（平成23年 5月末時点） 

都市名
人口
（人）

被保護世帯数
（件）

被保護人員数
（人）

保護率
（‰）

浜松市 798,711 5,267 7,277 9.1

札幌市 1,919,959 46,630 67,393 35.1

仙台市 1,044,235 11,563 16,784 16.1

さいたま市 1,228,224 12,546 17,435 14.2

千葉市 963,577 12,452 16,840 17.5

川崎市 1,430,433 22,382 30,922 21.6

横浜市 3,693,268 48,092 66,076 17.9

相模原市 718,704 7,509 11,199 15.6

新潟市 812,087 7,525 10,567 13.0

静岡市 714,934 5,646 7,616 10.6

名古屋市 2,266,488 34,314 44,707 19.8

京都市 1,473,967 31,109 45,351 30.8

大阪市 2,670,162 116,476 150,406 56.4

堺市 842,596 16,714 24,442 28.7

神戸市 1,545,178 32,539 46,943 30.4

岡山市 710,133 8,742 12,367 17.7

広島市 1,176,951 17,931 25,973 22.0

北九州市 974,869 17,194 22,918 23.3

福岡市 1,475,328 28,782 39,377 26.9  
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（７）世帯類型別構成比 
浜松市における生活保護の被保護世帯を世帯類型別に構成比を見たのが、次の

表である。これによると平成21年 2月までは、「傷病・障害世帯」「高齢者世帯」

の順で構成比に占める割合が高かったが、その後は、これらの世帯類型の割合が

減少し、「その他世帯」の占める割合が増加している。これは、稼動能力を有する

者が属する世帯が増加していることを意味する。 

 

浜松市の世帯類型別構成比 

（単位：％）

年度 高齢者 母子 傷病・障害 その他

平成18年2月 38.0 7.0 41.6 13.4

平成19年2月 39.1 6.7 41.5 12.7

平成20年2月 38.1 6.8 43.1 12.0

平成21年2月 37.0 6.7 41.2 15.1

平成22年2月 31.0 6.8 31.2 31.0

平成23年2月 29.9 7.4 29.8 32.9
 

 

 

（８）区別生活保護実施状況 
浜松市における平成22年度の生活保護の実施状況（月平均）を区別に比較した

のが次の表である。これによれば、中区、南区の保護率が特に高いこと、浜北区

の保護率が低いことが分かる。 

 

平成22年度区別生活保護の実施状況（月平均） 

区 被保護世帯数 被保護人員数
保護率
(‰)

人口(人)、但
し、平成22年10月

中 2,675.8 3,574.2 14.65 238,409

東 468.0 647.7 5.04 126,595

西 450.1 632.8 5.54 113,670

南 612.7 1,032.4 9.95 102,420

北 388.8 472.4 4.96 94,736

浜北 170.6 260.6 2.86 91,108

天竜 135.8 160.0 4.61 33,974

合計 4,901.8 6,780.1 8.36 800,912  
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３ 施設保護の体制 
 

  浜松市内には、身体上、または精神上に著しい障害があるため、居宅での日常生活

を営むことが困難な要保護者を入所させて保護を行う救護施設が5施設（慈照園、西

山園、入野園、聖隷厚生園讃栄寮、清風寮）、住居のない要保護者の世帯に対して、住

宅扶助を行う宿所提供施設が1施設（浜松希望寮）ある。 

  なお、静岡県内には、この種の施設が9施設しかなく、その内6施設が浜松市に集

中している。 

 

４ 生活保護の実施機関 

 

  浜松市における生活保護の実施機関の関係を示したのが次の図である。 

 

 

 

５ 福祉事務所の実施体制 

 

浜松市では、各区役所単位で福祉事務所が設置され、生活保護の事務が実施されて

いるが、その中核をなす査察指導員、現業員の平成23年 4月 1日現在の配置状況は次

の表のとおりである。    

なお、現業員のうち、それぞれの地区において、被保護者と接触しケースワークを

行うものを地区担当員という。 
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福 祉 事 務 所 の 実 施 体 制 

査察指導員 現業員一人当たり

H23.4.1
専任
面接員

地区
担当員

世帯 人 人 人 人

浜松市中区
福祉事務所

2,836 5 5 32 77

浜松市東区
福祉事務所

493 1 1 5 82

浜松市西区
福祉事務所

479 1 1 4 96

浜松市南区
福祉事務所

629 1 0 7 90

浜松市北区
福祉事務所

418 1 0 5 84

浜松市浜北区
福祉事務所

173 1 0 2 87

浜松市天竜区
福祉事務所

142 1 0 2 71

【参考】合計 5,170 11 7 57 81

福祉事務所名

被保護
世帯数

実施体制（H23.4.1現在）

現業員

現員
現員

世帯数/現業員

 

 

 

６ 浜松市の特色 

 

  浜松市における生活保護の実施状況の特色にまずあげられるのが、前記2－（7）で

記載したように世帯類型別に見た場合の「その他世帯」の増加である。この傾向は市

内中心部のみならず過疎化の進む天竜区でも見られる。もっとも、「その他世帯」即ち

稼働能力を有する者が属する世帯の増加は、全国的な傾向である。 

次に特色としてあげられるのは、外国人被保護世帯、人員が他の市町村に比し多い

ことである。これは市内に居住する定住資格を有する日系ブラジル人等が多く、リー

マン・ショック以来の不景気の影響を受けたことに起因すると思われる。
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第４ 監査の結果 
 
１ 生活保護の相談業務 
 
相談のみで申請に至らなかった案件としては、生活保護制度の内容を聞くにとどま

るもの、申請するか否かを家族等と相談すると言って相談を終えているもの、保有し

ている資産を処分する必要があると説明され処分を検討する（又は申請を断念する）

として相談を終えているもの、扶養義務者への連絡を指導され相談を終えているもの

等が挙げられる。 
調査した範囲では、相談担当者に申請権を侵害する行為又は申請権を侵害している

と疑われるような行為はなかった。 
 

 

２ 生活保護の開始手続 

  

（１）調査及び要否判定 

 
    意  見  

 
ア 預貯金の調査 

 
預貯金の調査に関し、下記①から④の事案があった。 

① 平成 22 年 4 月に保護開始が決定されているが、預貯金照会に対する銀

行からの回答が全て同23年 1月以降である事案（中区） 

② 平成 22 年 4 月に保護開始が決定されているが、預貯金照会に対する銀

行からの回答が全て同年8月である事案（浜北区） 

③ 預貯金照会に対し、銀行から「同姓同名、同一生年月日・住所相違あり」

との回答があったにも関わらず、それ以上の調査がなされていない事案

（浜北区） 

④ 預貯金照会に対する銀行からの回答書等の関係資料がケースファイル

に全く綴られていない事案（西区） 
①、②、④の事案については、銀行からの回答がかなり遅い時期であるため

申請後速やかに銀行に対して預貯金の照会がなされなかったことが推定され

る。銀行に対する預貯金の照会は、全件において実施される基本的調査である

ため、申請後速やかに行うことが望ましい。 
また、③の事案については、銀行の回答内容からすれば申請者名義の預貯金

である可能性は存するのであるから、申請者及び銀行に再確認する等の方法に

より、継続して調査する必要があると思われる。 
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イ 所有不動産の調査 
 
所有不動産の調査に関し、次のような事案があった（中区）。疾病により   

施設入所した者からの申請であるが、同人には遺産分割未了の土地・建物が 2

か所あり、その不動産権利証の写しはケースファイルに綴られているものの、

不動産登記簿謄本は綴られていなかった。不動産の使用状況について、1 か所

は申請者の自宅と申告されているが、もう1か所の状況は記録上明らかではな

く、調査した形跡もうかがわれない。この事案における申請者は、施設に入所

する以前は収入がないにも関わらず生活できていたのであるから、不動産に関

して賃料収入がないか否かを確認するために現地に赴いて調査したり、その他

に未分割の遺産がないか否かを継続して調査する必要があると思われる。 
 

ウ 世帯訪問調査 
 

ケースファイルの記録上保護開始決定の翌日に世帯訪問を行っている事  

案（中区）及びケースファイルに世帯訪問の事実が記録されていない事案（天

竜区）が存した。これが、日付の誤記又は記載漏れということであればケアレ

スミスにすぎないが、仮に調査段階において世帯訪問していないとするならば、

調査として不十分である。世帯訪問は、申請者の生活状況等を確認する上で重

要であるから、調査段階において必ず行うべきである。局長通知（昭和38年 4

月 1 日社発第 246 号厚生省社会局長通知）第 12 においても、保護開始が申請

された場合は申請書を受理した日から1週間以内に訪問し、実地を調査するこ

ととされている。 

 
エ 扶養義務者に対する扶養照会 

 
ケースファイルに扶養義務者からの照会回答書が1枚も綴られておらず、照

会したか否かも記録上不明な案件が数件あった（南区）。いずれの案件も扶養

照会はしたものの無回答又は口頭で回答があったということであるが、後日確

認し得るために、扶養照会した日時、口頭による回答内容について記録してお

くことが望ましい。 
また、書面による扶養照会に対し回答がない場合には、扶養の可能性がない

ものとして取り扱って差し支えないとされているが、単に回答を失念又は放置

している場合もあると考えられるので、案件によっては再度扶養照会書を郵送

する等により調査することが望ましい場合もあると思われる。 
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オ 重点的扶養能力調査対象者に対する調査 
 

抽出した案件を見る限り、申請者と同じ区に居住する重点的扶養能力調査対

象者に対しても、調査は扶養照会書及び回答書を郵送する方法で行われており、

居宅を訪問して実地調査した案件はなかった（中区、東区、西区）。重点的扶

養能力調査対象者については一般的に申請者の扶養を高く期待できるため、局

長通知第 5－2－（2）でも実地につき調査するとされているのであるから、文

書による照会ではなく、訪問による実地調査が望ましい。 
また、人員的・時間的限界を理由に重点的扶養能力調査対象者への調査を書

面で行うとしても、扶養照会回答書が返送されない場合には訪問による実地調

査が必要であると思われる。 
 

カ ケース診断会議の出席者 

 

ケース診断会議に担当調査員のほかに課長補佐しか出席していない案件  

があった（東区）。複雑な案件でなければ、担当調査員と課長補佐の協議で十

分といえる場合もあるかもしれないが、総合的・組織的判断をするために運営

要綱において担当調査員のほかに2名以上の役職者の出席が求められているこ

とからすれば、規定どおりの人数の役職者が出席してケース診断会議を開催す

ることが望ましい。 

 

キ 訪問格付の相当性 

 

① 25才男性の被保護者について、夫婦間の問題で精神的に不安定な状態で

あることを理由にＢと格付けした事案（南区）であるが、具体的な障害及

び疾病は見当たらず、しかも被保護者本人が内妻にＤＶを振るっていると

いう事情からすれば、稼働能力の活用には社会的にかなりの制約があると

まで認められるのか疑問である。そのため、Ａと格付けすることが相当な

事案と思われる。 

② 49才男性の被保護者について、障害手帳は取得していないものの、円形

脱毛症を発症する等不安定な精神状態にあることを理由にＢと格付けし

た事案（南区）であるが、具体的な障害及び疾病は診断されていないため、

稼働能力の活用には社会的にかなりの制約があるとまで認められるのか

疑問である。そのため、Ａと格付けすることが相当な事案と思われる。 

③ 45歳男性の被保護者について、痛風により歩行困難という理由からＣと

格付けした事案（東区）であるが、主治医は「疼痛コントロールがつけば

通常の労働は可能」という意見であるため、Ｂと格付けすることが相当な

事案と思われる。 
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④ 50歳夫婦の被保護者について、夫が前立腺肥大、妻がヘルニアであるこ

とを理由にＢと格付けした事案（南区）であるが、症状の程度等からすれ

ば、稼働能力の活用には社会的にかなりの制約があるとまで認められるの

か疑問である。Ａと格付けすることが相当な事案と思われる。 

⑤ 57歳男性の被保護者について、勤めていた会社の人間関係を原因として

精神的に不安定な状態にあることを理由にＢと格付けした事案（南区）で

あるが、具体的な障害及び疾病は見当たらないため、稼働能力の活用には

社会的にかなりの制約があるとまで認められるのか疑問である。そのため、

Ａと格付けすることが相当な事案と思われる。 

     ※「Ａ」等の格付けは、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」によるものである。 

 

ク 債務を負担している被保護者に対する助言・指導 

 

消費者金融等に債務を負担している被保護者に対して、保護申請の前後にお

いて、法テラス（日本司法支援センター）等を紹介し、弁護士等に相談するよ

う助言又は指導している案件が数件あったが、そのうち保護が開始された後に、

被保護者に対し、弁護士等に相談したか否か、債務は整理できたか否か等をケ

ースファイル上確認できた案件は調査した範囲ではなかった（中区）。受給す

る保護費から債務を返済することは問題であるし、債務整理により過払金を得

ている場合には収入認定することになる。債務の状況について全ての被保護者

が自主的に申告するとは限らないのであるから、保護開始後も債務の状況に関

する助言、指導を継続することが望まれる。 

  

（２）却下 

 

抽出した案件における却下理由としては、①調査時に自活可能な資産が判明し

た、②調査時に最低生活費以上の収入があることが判明した、③申請者が調査に

協力しない、④申請者が申請後に他管区へ転居した、⑤申請後に申請者の所在が

不明となった、⑥申請後に申請者が逮捕・勾留され、今後の裁判により長期の受

刑が予想される、⑦申請者が暴力団員であることが判明した、などが挙げられる。 

抽出した案件については、いずれも申請を却下することが相当と考えられるた

め、却下の判断が適切に行われていることが確認できた。 

 

（３）取り下げ 

 

 意  見  

 

ア 取下書の徴求について 
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取り下げにあたり、申請者作成の取下書が提出されていない事案があった 

（浜北区）。申請者が来庁しないため取下書を郵送したが返送されなかったという

事情ならばやむを得ないが、単に電話で取り下げを確認しただけだということな

らば、後日のトラブルを防止するため、申請者に来庁を求めて取下書を作成して

もらうか、又は郵送での取下書のやりとりをすることが望ましい。 

 

イ 預貯金の取引履歴の調査について 

 

預貯金の照会により、残高が確認され、さらに通帳の提示を求めたところ、

保護申請の直前に高額の払い戻しが確認されたため、申請が取り下げられた案

件があった（中区）。このようなケースは他にもあるかもしれないが、申請直

前の預貯金の払い戻しを確認するためにも、預貯金照会の方法として、現在残

高のみならず、申請前一定期間の口座履歴の提出を銀行に求めることも検討に

値すると考える。 

 

 

３ 生活保護費の支給手続 
  
（１）支給手続の流れ 
 

 指摘事項  
 

現金受領書の添付について 

 

前渡金精算手続の際に現金受領書を添付して区振興課の決裁を受けている  

福祉事務所（中区、東区、南区、北区、浜北区）と添付していない福祉事務所（西

区、天竜区）とがある。現金受領書を添付している場合、区振興課が現金受領書

を再確認して、精算金決裁手続を行っているが、福祉事務所が添付しない場合、

その手続が行われないことになる。現金の扱いには慎重を期すべきであるため、

福祉事務所以外のチェックが行われるように、現金受領書を添付して精算手続を

行う必要がある。 

 
（２）支給状況 

 

 意  見  
 

窓口での現金支払について 
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現金支払のために経理担当者は福祉事務所の口座から金種別に現金を引き出 

し、被保護者ごとの仕分け作業が必要となる。中区のように多数の被保護者がい

る福祉事務所ではその金額が多額であり、仕分け作業にもかなりの時間を要する

こととなる。また、中区以外の福祉事務所では近隣の金融機関へ出向いて現金を

引き出し、現金を福祉事務所へ運ぶ作業も伴うため、現金輸送のリスクも伴う。  

各区福祉事務所は現金支払件数を減らす努力はしているが、就労指導、生活指

導等の観点から口座支払へ移行できないケースが多々発生している。法第63条、

第78条に基づく返還金、徴収金の回収が滞っている被保護者については窓口で生

活保護費の支給とともに返還金・徴収金の納付指導が可能となるため、口座支払

への移行は難しい。返還金、徴収金を滞納しているケースはやむを得ないといえ

るが、地区担当員の増員による訪問計画の適切な遂行等により現金支払を少しで

も減らす方法を検討することが望まれる。 

 
（３）国への保護費の請求手続 
 

国への保護費の申請手続、決裁手続については決裁権限とおりに申請が行われ

ており、適切に執行されていると判断した。 
 
 
４ 開始後の調査及び指導指示業務 

 
（１）  指摘事項  

 
ア 訪問調査について 
 
全ての区において、多数のケースが「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に

定められた訪問頻度を下回る状況であった。各区において、訪問調査の実施状

況が上記の格付基準表を満たさないケースの件数は、下表のとおりである。 
 

訪問基準に満たないケース数 
  

抽出 

件数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計 

中 区 61 27 10 4 0 41 

東 区 22 4 7 5 1 17 

西 区 8 5 1 1 0 7 

南 区 21 3 7 1 0 11 

北 区 8 2 1 3 0 6 

浜北区 5 2 1 0 0 3 

天竜区 3 1 1 0 0 2 
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また、訪問基準を満たさないケースの件数が多いだけでなく、実際の訪問頻

度が基準を下回る程度にも甚だしいものがある。例えば、格付Ａの案件である

にもかかわらず、保護の開始から半年以上にわたり訪問調査が実施されていな

い案件も相当数にのぼり、中には訪問調査の未実施が1年超に及ぶ案件もみら

れた。 

さらに、格付の如何に関わらず、平成 22 年 4 月に保護が開始された後、本

監査の実施に至るまでの間に、ケースファイルに訪問調査の実施が全く記録さ

れていない案件も相当数存在した。このように訪問調査の記録が存在しない案

件は、天竜区を除く全ての区に認められ、特に、東区（14 件）、西区（5 件）

及び南区（6件）で顕著であった。 

このように、浜松市の訪問調査の実施状況には大きな問題があり、訪問格付

基準表に定められた訪問頻度を確保しなければならない。（全区） 

 

イ 収入関係調査について 
 
収入申告書は被保護者の稼働能力等の状況に応じて、定期的に提出されるべ

きものであるが、複数の区において、収入申告書の提出がない月がある案件が

みられた（中区2件、東区1件、南区3件、浜北区1件、天竜区1件）。 
収入申告は、被保護者の義務であるとともに、保護の要否や程度を判定する

上で根幹となる資料であり、提出がない場合には督促するなどして、就労可能

と判断される者には、毎月確実に収入申告書を徴求するようにされたい。 
 
（２）  意  見  

 

ア 訪問調査について 

 

市では、平成 23 年 4 月に「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」を改正して  

おり、これに伴って訪問格付がＡからＢに変更された案件が少なくない（中区）。 

しかしながら、上記のとおり、保護開始後の訪問調査が全く実施されていな

いようなケースでは、被保護世帯の現実の生活状況を適切に把握できていると

は考えがたい。それにもかかわらず、訪問格付をＡからＢに変更した事例がみ

られたが、訪問調査が適切に実施されていない場合には「生活実態に不明な点

が多い世帯」に該当するものとして、訪問格付の格下げには慎重になることが

望ましい。 
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イ 収入関係調査について 
 

被保護者から「自営業を行っている」との説明があるにもかかわらず「経費

がかかる」等を理由に収入申告書は終始0円での提出になっている案件がみら

れた（中区）。 
また、保護開始から相当期間が経過した後に、預貯金照会によって未申告の

預金口座が判明したものの、残高の回答のみで入出金履歴が確認されていない

案件がみられた（中区）。 
このように、自営業等で課税調査によっては収入が把握しにくい案件や、収

入申告や資産申告に疑義のある案件では、訪問時に預金通帳を確認するなどし

て、客観的資料による収入・資産の把握に努めることを検討されたい。 
 

ウ 求職活動励行の指導指示について 
 

被保護者の提出する求職活動報告書は、ハローワークを利用した場合には確

認印が押捺されるため、少なくともハローワークに出向いた事実までは確認で

きる。しかしながら、ハローワークを利用せず専ら求人誌等の募集に頼り、「電

話をしたが断られた」旨ばかりが記載されたものも多く（中区等）、求職活動

報告書によって被保護者の実際の求職活動の状況を把握することは困難と言

わざるを得ない。 
そして、稼働能力のある被保護者に対する求職活動励行の指導指示は、まず

もって、地区担当員によって行われる。しかしながら、前記のとおり、地区担

当員による被保護世帯の訪問が十分に機能していない現状では、被保護者に対

して求職活動に関する指導や助言を行う機会そのものが不足していると言わ

ざるを得ない（全区）。また、ケース記録においても、地区担当員による具体

的な求職指導の内容が明らかでない案件が散見される（中区、南区）。 
よって、被保護者の求職活動については、訪問その他によって面談の機会を

確保した上で、より積極的な指導や支援を行うことが望ましい。 
 

エ 保有自動車の処分指導指示について 
 

（ア）保護開始時の調査では自動車保有が認められるにもかかわらず、ケースフ

ァイルに綴られた資料によっては、当該自動車の処分事実が判然としない案

件が複数認められた（中区3件、南区1件）。また、ケースファイル中に、自

動車が処分された旨の報告等が記録されていても、その客観的な裏付け資料

が存在しない案件も複数認められた（中区、東区、南区各1件）。 
最低生活の保障の原理により自動車の保有が厳しく制限されている以上

保有自動車の処分に関する指導指示は確実に履行される必要があり、対象自
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動車の処分事実は、客観的資料（登録事項証明書等）により確実に確認した

上、ケースファイルに明確に記録されることが望ましい。 
 

（イ）被保護世帯における自動車の保有は、所有及び借用を問わず原則として認

められないものとされている。したがって、被保護者が、特段の緊急かつ妥

当な理由がないにもかかわらず、他人名義の自動車を利用している場合には、

法第27条により自動車利用を中止するべきことを指導指示する必要がある。  

この点、保護開始時点での保有自動車について処分事実の確認が明確にな

らないまま推移していたところ、訪問調査に際して、住居の駐車スペースに

別の軽自動車の駐車が確認されたという案件があったが、当該軽自動車につ

いて特段の調査が行われた形跡がなかった（中区）。このような場合、確認

した車両のナンバーから保有者を調査し、その保有者と被保護者との関係を

聴取するなどの方法により、被保護者が実質的に自動車を保有していないか

について調査を尽くすことが望ましい。 

また、保護開始時の診断会議の記録中に、「妻名義の自動車は姉名義に変

更済み」との記載があり、自動車保有はないものとして扱われている案件が

あった（中区）。しかしながら、親族への名義変更は、保護開始に伴う自動

車使用の制限を実質的に免れるために行われることも想定されるので、被保

護者が自動車を使用しないことが確保されるかについて、慎重に調査・確認

をすることが望ましい。 

 

（ウ）平成22年 4月の保護開始から、保有自動車の処分について法第27条によ

る文書指示がなされていたにもかかわらず、平成23年 7月の車検満了まで処

分が履行されなかった案件があった（天竜区）。天竜区の場合、公共交通機関

の利用に大きな制約が伴うという事情はあるにせよ、自動車処分の指導指示

が6か月を超えるような長期にわたって遵守されないことは相当でない。法

第27条の指導指示の違反に対しては、法第62条による保護の停・廃止とい

う制裁的な処遇も可能であることも踏まえ、被保護者に対して厳しい態度で

臨むことが望ましい。 

 

オ 転居指導指示について 
 

保護開始の時点で高額家賃を理由として転居指導がなされているが、その後

の経過や転居の有無がケース記録において明らかではない案件が 2 件あった

（東区）。 
転居指導指示がなされる場合には、限度額を超える家賃等は被保護者の負担

となっており、また、転居に至った場合にはそれに伴う敷金等も給付すること

になるから、その指導指示の経過については明確に記録することが望ましい。 
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カ 債務整理に関する指導指示について 
 

消費者金融等に債務を負担する被保護者については、保護開始時点で、法テ

ラスを案内する方法により債務整理を指導しているとされる。しかしながら、

その後に被保護者が債務整理に着手したか否か、また、債権者からの督促その

他債務の返済状況はどうなっているかについては、ケース記録において何ら確

認できない案件が複数見られた（中区）。 
いわゆる多重債務者に対して給付する保護費が債務の返済に充てられる事

態は許されないものであり、また、万一そのようなことになれば、最低生活の

保障や自立の助長などの生活保護制度の目的実現にとって重大な妨げとなる。

さらに、被保護者が、利息制限法の制限利率を上回る取引を長期間継続してい

た場合には、多額の過払い金の返還を受けられることも多くあり、保護の停・

廃止や収入認定など、公金支出の抑制に結びつくことも期待される。 
したがって、債務負担のある被保護者については、債務の返済状況及び債務

整理の状況を継続的に確認し、また、債務整理手続に着手していない場合には、

引き続き法テラスへの相談を指導することが望ましい。 
 

キ 外国人の在留期間及び在留資格更新状況の確認について 
 

外国人に生活保護法の適用はないが、適法に在留し、活動に制限を受けない

在留資格を有する外国人に限り、法に準ずる取扱をするものとされている。よ

って、外国人に対する保護を継続するためには、適法な在留資格が維持されて

いることが前提であり、在留資格の変更や更新の状況について正確に確認する

必要がある。 
しかしながら、①日本人の配偶者等の在留資格により保護が開始されている

が、夫と別居中であるため在留資格の変更申請が必要な案件について、「資料

提出通知書」が綴られたのみで変更後の在留資格を確認できる資料がない事例

（中区）や、②保護開始当時の在留資格は「子との同居」が条件であったが、

子が結婚して別居に至った案件について、在留資格の変更・更新に関する資料

が全くない事例（西区）があった。 
これらは、そもそも外国人に対する保護給付を行えるか否かの基本的な要件

であり、客観的な資料に基づいて正確な事実を確認することが望ましい。 
 

ク 地区担当員の変更の際の正確な引継について 

 

保護開始時点では、「年金は加入期間に満たない」として一時金の請求を指 

導する旨の援助方針が掲げられていたが、当該指導がなされた形跡がないまま、

担当者の変更後には「65歳到達時から年金の受給があると思われるので確認す
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る」旨の援助方針が掲げられた案件がみられた（南区）。 

年金受給資格の確認は主要な援助方針の一つであり、これらについて正確な

引継がなされなければ、適正な保護の実施に支障を生じるおそれがある。 

よって、平素からケース記録に具体的な対応状況を記録するとともに、担当

者の変更に際しては、主要事項について正確な引継がなされるよう心がけられ

たい。 

 

 

５ 医療扶助と介護扶助 
 
（１）医療扶助  

 
ア   指摘事項  

 
（ア）移送費について 

 
移送費は被保護者の傷病等やむを得ない事情により近隣の医療機関を  

受診できない場合に認められる。また、移送費の給付は1か月単位で事後的

に行われるものである。しかし、1 か月分の移送費が 4 万円を超え、被保護

者の負担が大きいことから随時、移送費を給付していたケースがあった。こ

のケースは高額家賃を解消するために西区から中区へ居住が移り、移送費が

発生することとなったが、移送費の給付方法が特例なため、中区への移管が

されないままとなっている。移送費の給付に際して他の医療機関への転院が

可能かどうかについて十分な検討が行われていたとはいえず、また、移送費

の特例的な給付方法が認められた経緯についてケースファイルへの記録が

行われていなかった。 
医療扶助は近隣の医療機関を受診することを原則として給付されるもの

であり、治療が長期間に渡るものであればそれだけ移送費も長期間給付され

ることとなるため、移送費給付に際しては十分な検討が必要である。（中区、

西区） 
 

（イ）頻回受診に対する三者協議の開催について 

 
頻回受診については地区担当員、医療事務担当者、嘱託医による三者協議

を開催することとなっているが、三者協議は中区以外の福祉事務所ではほと

んど開催されていない。これは主に嘱託医が中区、浜北区、天竜区には配属

されているが、それ以外の福祉事務所には配属されていないため、三者協議

を行いにくいということに起因している。特に中区の嘱託医は東区、西区、
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南区、北区の福祉事務所の嘱託医も兼ねているが、中区以外については中区

を経由して嘱託医と日程調整等を行うこととなるため、三者協議を行いにく

くしている。この結果、3か月を超える期間、月に15回以上、同一の傷病で

同一の医療機関を受診しているケースも発生している。 
しかし、頻回受診については過剰な受診かどうかを早急に検討して医療扶

助を少しでも抑える策を講じなくてはならない。よって、頻回受診のケース

については地区担当員が被保護者へ状況をヒアリングし、主治医の意見を確

認するとともに三者協議を開催して過剰な受診を抑制する必要がある。（中

区を除く各区） 
 

イ   意  見  
 

（ア）医療事務担当者について 

 
各区福祉事務所には医療事務担当者が配置されているが、地区担当員が兼

務している福祉事務所もある。地区担当員が兼務している福祉事務所につい

ては、地区担当員が訪問業務を行っている等で不在の場合には被保護者の申

請により担当の地区担当員が医療券の発券業務を行うこととなる。医療券の

発券が相互確認の上、行われるように、医療事務は地区担当員から分離して

行われることが望ましい。 

 
（イ）電子レセプトの活用について 

 
平成 23 年 4 月より電子レセプトが導入されている。これによりレセプト 

の集計等が容易にできるようになった。特に、頻回受診リストを容易に作成

することができるようになったのは集計に相当の時間を必要としていた従

来とは大きく異なった利点といえる。 
頻回受診のケースは前述したとおり、三者協議を開催して過剰受診を抑制

する必要があるが、月 15 回以上の受診があるケースを抽出して被保護者へ

状況の聴取や指導をすることで頻回受診となる前に医療扶助を抑える効果

があるといえる。よって、毎月、頻回受診者の有無、受診の多いケースの有

無をモニタリングして、医療扶助を抑える策を講じることが望ましい。 
 
（２）介護扶助 

 
  指摘事項  
 
国民健康保険団体連合会からの請求書のチェックについて 
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国民健康保険団体連合会からの請求書は、各区福祉事務所が支払い業務を行 

うが、すべての福祉事務所が請求書とあわせて送られてくる介護給付費公費受給

者別一覧表の内容を検討してから支払を行っているわけではない。介護給付の内

容は基本的には長寿保険課が検討するが、介護給付費公費受給者別一覧表に記載

された要介護者が被保護者の資格があるかどうか、介護券が発行されているもの

かどうか、自己負担額まで請求されていないかについては福祉事務所が検討すべ

きものである。また、請求書や介護給付費公費受給者別一覧表の内容を検討して

支払を行うことは当然のことともいえる。 

現在使用中の保護システムへ国民健康保険団体連合会から送られてくる介護

給付費公費受給者別一覧表のデータを取り込むことができないため実際の利用

は不能であるが、システム上、介護給付費公費受給者別一覧表データと保護シス

テムの入力データとの照合ができるようになっている。よって、介護給付費公費

受給者別一覧表の内容を検討する必要がある。（全区） 

 

 

６ 生活保護費の返還と徴収及びその債権管理 

 

（１）  指摘事項  

 

ア 債権管理の制度及び運用 

 

（ア）債権管理台帳    

 

浜松市は、平成 22 年 4 月 1 日より「債権管理事務について」というマニ  

ュアルを使用し、返還金及び徴収金の管理を行っている。 
「債権管理事務について」によれば、債権管理台帳に「随時督促及び催告

等の経過について記載することになる。」となっている。 
しかし、現状の債権管理台帳には、経理担当者が入力し、地区担当員は必

要な時に見るのみであり、上司の決裁もなく、督促・催告等の経過について

も記載されていない。 
債権を適切に管理し、回収の実効性を高めるために、債権管理台帳には、

必要な情報を網羅性をもって記載する必要がある。（全区） 
 

（イ）ケースファイルの引渡し   

 

浜松市は、平成19年 4月 1日に政令指定都市になっている。 

その際に各区役所に福祉事務所が設置され、資料が各区の福祉事務所に引

渡しされている。 
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しかし、 

 

① 引渡し時点で、すでに保護廃止されている。 

② 引渡し時点で、返還金又は徴収金の未回収残高が残っている。 

 

上記については、引継先の福祉事務所にケースファイルが保管されていな

い例が複数の区(東区、西区、南区)で見受けられた。 

引継元の旧浜松福祉事務所でも資料保存の確認がとれていない。これは、

引継の資料範囲について引継元と引継先での意思統一が欠けていたためと

考えられる。 

債権管理及びケース記録に含まれる個人情報の流出防止のためにも、資料

の保管場所の再度の調査が必要である。 

 

（ウ）債務者名義   

 

法第 10 条により、生活保護は世帯単位で判定され、保護も実施される。  

そのため給付は世帯主に対して行われる。当然、世帯主の家族による不正就

労等であっても返還義務は第一義的には世帯主が負うべきである。  
しかし、複数の区(東区、南区)では、債権管理台帳・納付書・債務承認書

兼履行延期申請書等が実際に不正就労を行った世帯主の家族名義で行われ

ていた。誰が債務者となるのかについて、地区担当員の単独の判断ではなく、

統一して管理することが必要である。 
 

（エ）延滞利息   

 
現状では、返還金及び徴収金については遅延利息を一切とっていないし、

利息免除に関する決裁手続も受けていない。 
利息については浜松市の条例において定められている。実態として遅延利

息を取ることが困難であり、生活保護に関しては遅延利息を包括的に免除す

る必要があるならば、新たな規定等を整備する必要がある。（福祉総務課） 
 

イ 保護開始時の管理・予防 

 

（ア）生活保護再開時の対応   

 
法第63条や法第78条による債務を残している者が生活保護の再申請を行

う際に、資産調査の過程で一定額以上の現金預金を有している場合、最低生

活費の1／2以上の額については、収入認定し、返還対象としている。 
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しかし、実際に返済がなされるケースばかりではない。保有している現金

預金残高が多額にあり、返済余力が十分にある場合で、過去の債務の返還に

充てるとしながら、現実の返済がなくとも保護を開始してしまっているケー

スがあった。保護の再開については、実際の返済の確認を待って行うことが

できないか検討すべきである。（南区） 

 
（イ）扶養義務者への照会   

 

生活保護開始時の調査において、法定期限内に処理するため、扶養照会の

回答を得る前に保護を開始決定するものが見られるが、保護開始時の調査に

おいて、未成年の子供がいて離婚により両親が別世帯になっているような場

合には、申請者以外の親に対する扶養照会を徹底すべきである。（中区） 

 

ウ 保護継続中の管理・予防・早期発見 

 
土地売却時の計算 

 

保護開始時に土地等不動産を所有する場合は、原則、売却の上、生活資金に

充当することになるが、不動産の性格上、売却までに時間を要する場合がある。

この場合、他に資産がなければ保護が開始され売却時に入金額から実際の支出

額を控除した額が収入認定されることになる。 

ケースファイルを閲覧したところ、この売却額の算定を当人の確定申告書記

載額にて収入認定しているため、収入認定されるべき額より、保護開始前の土

地取得額だけ過少に収入認定されているものがあった。収入認定は、あくまで

も売却時に得たキャッシュフロー額とすべきである。（中区） 

 

エ 不正受給発生後の管理 

 

（ア）法第78条徴収金の計算方法 

 

不正受給を発見した場合、不正受給額を計算し収入認定することが必要と

なる。法第 63 条を適用する場合には、例えば「勤労収入」の場合、基礎控

除や特別控除、新規就労控除、未成年者控除、所得税などの実施機関が定め

る控除が認められる。一方、法第 78 条適用の場合には意図的に事実を隠ぺ

いしたり、収入の届出を行わず、不正に保護を受給した者が対象となるため、

各種控除を適用することは適当ではなく、必要最小限の実費を除き、全て徴

収の対象とすべきとされている（次官通知（昭和 36 年 4 月 1 日厚生省発社

第123号厚生事務次官通知）第8参照）。 
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ケースファイルを閲覧したところ、各区及び各地区担当員により下記のよ

うな多様な事象が見受けられた。（中区、東区、西区、南区、浜北区） 

 

必要経費の項目   

① 勤労控除、未成年控除、所得税を必要経費と認定 
② 勤労控除、所得税を必要経費と認定 
③ 所得税、交通費を必要経費と認定 
④ 所得税を必要経費と認定 
⑤ 必要経費は設定しない 

 

同一の事象について、これだけ運用に差が出ることは望ましくない。マニ

ュアルを整備して必要経費項目を統一すべきである。 

 

（イ）不正受給額の算定の誤計算   

 

各月の収入申告額と是正額との差額は、支弁額と医療費との合計額の範囲

内で徴収対象額となるが、収入額が多い場合には翌月に繰り越され、翌月の

差額に加算されて翌月の支弁額と医療費との合計額の範囲内で翌月の徴収

対象額となる。この積み上げ計算結果が、不正受給額として認定されること

になるが、この計算が正しく行われていないケースがあった。 
計算方法は、かなり複雑であるが、計算方法につき正確に理解している人

員が少ないという印象も受けている。不正受給額の計算方法について各人に

周知徹底させるべきである。（西区） 
 

オ 生活保護廃止後の管理・不納欠損処理 

 

合併前における未調定債権  

 

平成 17 年 7 月 1 日の浜松市合併前の債権で調定がされていないものが 1 件 

あった（浜北区）。債権管理台帳はあり債権として認識はされていたが、適切

な債権管理はされていなかったものである。当該債権はすでに時効が成立して

いるため回収不能である。当時は回収された時に収入調定していたために生じ

たものと推察されるが、現在は債権管理台帳に基づき、回収予定年度に調定が

されることになるため、調定されることなく時効を迎えることはないと期待さ

れる。今後、調定もれを生じさせないためには、債権管理台帳の正確性を担保

することが重要であり、債権管理を地区担当員のみでなく、生活保護グループ

全体でコントロールしていく必要性を感じる。 
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（２）  意  見  

 

ア 債権管理の制度及び運用 

 

（ア）調定額ではなく債権額での把握   

現状では分割納付の場合は、1 年間の入金予定額を調定額として計上して

いる。そのため未回収債権の合計額を把握することが困難である。 
また納入通知書にもその月の納付額のみが記載されているため、債務者に

とっても、どの程度の未納があるのか、債務完済までの残存期間がどれほど

あるかの確認がとれていない。 
平成 22 年 10 月 16 日付け「生活保護費国庫負担金の精算に係る適正な返

還金等の債権管理について」（社援保発1006第 1号 厚生労働省社会・援護

局課長通知）によれば、国は分割調定を指導しているが、債権額全体を一括

調定することを検討すべきである (名古屋市、川崎市等においては既に実施

済である。) 。 
たとい、従前通りの分割調定を継続する場合でも、実際の回収手続を円滑

に進めるためには、債権総額にて管理する必要があると考える。 
 

（イ）人単位の債権管理    

 
現状での債権管理は事例単位で行っているため、ケース単位で債権管理台

帳を作成している (但し、債権管理台帳はエクセルで作成しているため、名

寄せは可能となっている。) 。 
そのため、平成 22 年 4 月 1 日以降に適用している「債権管理事務につい

て」による債務承認書兼履行延期申請書等の取得についても、同一人に複数

回の延滞がある場合、平成 22 年 4 月以降の事例についてのみ取得し、それ

以前の延滞については取得していない。回収金額についても事例単位で消し

込みを行っている。 

しかし、効率的に債権回収手続を行うためには、同一人に幾らの残高があ

ることを把握する必要がある。回収金額の消込も複数の未回収がある場合、

事例単位ではなく、発生時期の古いものから消し込むことが出来ないか検討

すべきである。 
 

（ウ）督促状及び納入催告書の管理   

 
督促状は、当初の納入通知書における納期限終了後 20 日以内に、納期限  

を督促状発行日から 15 日以内に設定するとされ、前月末までに納入通知書

と同時に全件発行されている。 
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督促状の発送・渡しは地区担当員が行い、その実施状況の資料はあるが、

未発送・未渡しの理由等は地区担当員の独自の判断に任せられている。確実

な債権回収のためには、未発送・未渡し分の管理が必要である。 
期限内に納入されない場合、「納入催告書」を発送し、必要に応じて未納

金額を合算した納入通知書を同封するとされている。 
平成23年 6月 30日付で全件の発行がなされているが、納入催告書の発送・

渡しについても地区担当員に任せられている。催告は定期的に行うことにな

っているため、発送時期に関する具体的指針を定めるとともに、納入催告書

の発送・渡しの網羅性を確認する方法について検討が必要である。 
 

（エ）公示送達・強制執行・徴収停止・債務免除・不納欠損   

 
「債権管理事務について」において定められている中で、過去に一度も実

施されていないものが、公示送達・強制執行・徴収停止・債務免除・不納欠

損である。居所調査によっても居所が判明しない場合は、公示送達を行うこ

とになっているが、これまでに公示送達を行った例はない。 
公示送達が必要ならば、行う必要があるし、他の手段により代替が可能で

あれば、「債権管理事務について」の改訂も検討すべきである。 
 

（オ）法第63条と法第78条の適用   

 

法第63条と法第78条の具体的事案への適用に関し、区分基準についてケ

－スファイルでは、確認がとりづらいものが見受けられた（中区、北区、浜

北区）。 

例を挙げれば、厚生年金遡及分について、法第 63 条で処理しているもの

もあれば、法第78条で処理しているものもある。 

また高校生の稼働収入未申告について法第78条ではなく、法第63条で処

理しているものもある。それぞれ個別事由により適切な判断がなされている

と考えているが、同一事象に関して、適用が分かれるような場合では、その

事由を出来る限り、明確に記載することが望ましいと考える。 

 

イ 保護開始時の管理・予防 

 

（ア）年金受給権の把握   

 

年金には、国民年金、厚生年金（遺族年金を含む）、企業年金および私的  

年金とさまざまなものがあるが、そのうち公的年金（国民年金、厚生年金）

は年金事務所に確認する等により、その支給（支給開始）時期を事前に把握



第４ 監査の結果 

 - 31 - 

することが可能と考えられる。法第 78 条による債権の中には、この年金収

入に係るものが多数あるが、下記のように地区担当員が年金に関する一定の

知識を持ち、被保護者に対応していれば費消してしまう前に対応ができたも

のもあると考えられる。 

 

① 世帯主が死亡した場合の遺族年金 
② 障害者手帳を取得している場合の障害者年金 

 

生活保護開始時の調査において、年金記録の提示等をもとめ将来の年金支

給時の対応が後手とならないよう、手続のマニュアル化を含めて、年金受給

権の把握方法を検討することが必要と考える。 

 

（イ）被保護世帯の格付   

 

「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」によれば、被保護世帯はその稼働能

力に応じてＡからＤに格付けされ、その格付ランクにより実態把握のための

訪問頻度が決められている。 

 

A B C D 

1か月に1回以上 3か月に1回以上 6か月に1回以上 1年に1回以上 

 

格付けが専ら稼働能力を基準として定められているのは、生活保護制度の

趣旨からして当然ではある。一方、法第63条・法第78条との関連で考える

と、回収を促進する上で訪問頻度を上げていくことは重要であると思われる

が、法第63条・法第78条対象者に対して、不正受給発覚直後に格付けを変

更し、その結果、訪問頻度が少なくなるケースも生じている。前述の訪問格

付基準を設定する上で、稼働能力のみではなく、不正受給による未収金残高

や不正受給の回数も考慮することが必要である。 

 

（ウ）保護開始時の負債について   

 

法第 78 条の不正受給理由の多数を占める不正就労による収入は、その背 

景に借入金があることが多いと推察される。生活保護は債務がないという前

提で、最低限度の生活を保障しているため、保護費にて多額の借入金返済は

不可能である。保護開始時の資産調査において、借入金の存在を確認した場

合には、返済が困難と思われれば、自己破産を指導することが必要と考える。

現状、保護開始にあたって自己破産等の紹介は行っているが、実際に自己破

産したケースは稀であると思われる（全区）。 
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借入金をそのままにして生活保護を開始した場合、不正受給を生む原因と

なり結果として徴収金が滞れば、浜松市が借入金返済を肩代わりしたに等し

いこととなる。生活保護開始時の調査において、負債調査を強化し、消費者

金融業者に一定額以上の借入金があり、返済が困難と思われる場合、より積

極的に法的整理のメリットを説明し誘導すべきである。 

 

（エ）保護申請時に所有している車両等の処分   

 

保護申請時に所有している車両等は、原則、処分することになる。処分の

実態を見ると、世帯の異なる親や子、知人への譲渡をしているケースが目に

つく（中区、北区）。この場合、譲渡後においても譲渡先から借り受ける形

で使用を続けていることが多い。特に資産価値がないという理由により無償

で親族に名義を変更する場合は、実質的な処分とはいえないと考える。 

 

ウ 保護継続中の管理・予防・早期発見 

 

（ア）不正就労の把握 

 

不正就労による収入は、通常、短期間に費消されると想定されるため、就

労の実態をいかに早く把握するか、法第 78 条による債権を多額にしないた

めに重要である。現実には把握するのが難しく、毎年6月頃に実施している

市民税課税調査により前年の不正就労が発覚するケースが多い。 

この市民税課税調査は、毎年行っているため、市民税課の把握もれがなけ

れば、最長1年6か月の就労期間がここで発覚することになるが、以下の理

由から実際には数年間にも及ぶ不正就労が発覚している。 

 
① 前年以前分について、市民税課でも把握しておらず、今回発覚分から

連鎖して発覚した。 
② 地区担当員が市民税課税調査を行うことになっているが、もれなく行

ったかどうかの把握が各区にて行われていない。 
 
勤務先の会社等が「給与支払報告書」を提出しない場合も多いことを前提

に、可能な限り被保護者自身の預金通帳を閲覧するとともに、地区担当員が

全件の調査を行ったことが確認できる内部統制制度の構築が必要である。 
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（イ）給与資料等の改ざんを行った者への対応 

 

法第 78 条の対象者の中には、給与明細の改ざん、年金通知書の架空作成 

をした犯罪ともいえる悪質な行為を行った者もいる（中区）。 

保護の実施機関である浜松市は、被保護者に対して生活の維持、向上その

他保護の目的達成に必要な指導または指示を行うことができることになっ

ている。 

被保護者は、保護の実施機関からこれらの指導または指示を受けたときは、

これに従う義務があり、これに従わないときは、保護の実施機関は保護の変

更、停止または廃止をすることができることになっている。 

資料の改ざん等の故意による悪質な行為を行った者に対して法第27条に

定める文書指示等の必要な施策を講じても、改善の兆しがない場合には、保

護の変更、停止または廃止の実施を検討すべきである。 

 

（ウ）保険金の確認 

 

保険契約については、解約返戻金がでるのであれば、原則として解約し、

最低生活の維持のために活用することになっているが、以下のような要件を

満たす場合には、福祉事務所の判断で解約を要さないとするケースもある。 

 
① 危険対策を目的とするもので、貯蓄的性格の強いものでないこと 

② 解約返戻金が少額であること…最低生活費（医療扶助を除く）の概ね

3か月程度以下 

③ 保険料額が少額で当該地域の一般世帯との均衡を失しないこと…最

低生活費（医療扶助を除く）の1割程度以下 

 

このようなケースでは、生活保護開始時に解約返戻金相当額について法第

63条が付されることになり、保険解約時や保険事故発生時等の入金時に返還

がなされる（それを超える額は収入認定の対象となる。）。 

 

保険の解約時や保険事故発生時には、通常、まとまった金額が被保護者に

入金されることになる。これが予定どおり返還されれば問題はないのだが、

実際には、保護開始時に保険契約の把握ができていないか、把握はしていた

ものの解約ないしは保険事故発生による保険金の入金確認が遅くなったた

めに、発見時には費消してしまっていて法第63条（または法第78条）の対

象債権となっているケースが見受けられる。 
保護開始時に保険契約の有無の確認を徹底するとともに、入金時に確実に

回収されるよう被保護者へのよりいっそうの周知が望まれる。また、必要に
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応じて、地区担当員が保険会社に対し、事前に入金額、時期について照会す

ることが望ましいと考える。 
 

（エ）口座振替と窓口支給 

 

債権回収が滞っている被保護者については、保護費支給を口座振替から窓

口支給に切り替え、支給時に返済計画に従った回収を促すことをすすめてお

り、効果が出ていることが確認できたが、未だ口座振替のままとなっている

被保護者も多い。逆に、未回収残高が残っている場合にもかかわらず、被保

護者の依頼により窓口支給から口座振替に変更しているケースも見受けら

れる。窓口支給は被保護者の就労に悪影響を及ぼすこともあり、このような

変更を一律に禁止することはできないが、未回収残高がある場合の窓口支給

から口座振替への変更は慎重にすべきである。 

 

（オ）不正受給常習者への対応 

 

不正受給者の中には、何度も不正受給を繰り返す常習者もいる。法律の制

約はあるにしても、常習者には①窓口支給、②訪問回数の増加、③預金通帳

の閲覧のいっそうの徹底を図るべきである。 

 

エ 生活保護廃止後の管理・不納欠損処理 

 

（ア）時効の管理   

 

平成 19 年 4 月 1 日の政令指定都市移行前に保護廃止となった中で、稼働 

収入未申告に関する徴収金の未返還額が残っている者に対して、現状で納入

通知書を送付しているケースもあれば、消滅時効が完成しているとして納入

通知書の発送を取りやめているケースもある。 

納入通知書を発送しているケースは、時効が中断しているため、未だ時効

が完成していないと送付側が判断していることになる。中断事由は、 

① 請求・・・督促・支払命令の申立 

② 承認・・・債務承認書兼履行延期申請書の提出、債務の一部弁済  
が考えられる。 

しかし、ケースファイルからは、時効の中断理由・日時について確認がと

れない（東区、南区）。債権の適正な管理のため、時効に関する管理が必要

である。そのためには、ケースファイルに時効中断の理由・時期、時効完成

の予定等の時効に関する情報を記載すべきである。 
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（イ）生活保護廃止後の債権管理  

 

保護費の返還・徴収が終わらないうちに生活保護が廃止となるケースがあ

る。保護廃止後も保護中の地区担当員が引き続き、回収担当者となるが、被

保護世帯ではなくなるため定期的な訪問も行われていない。 

また、債権回収のみを目的とした電話・訪問による催促を地区担当員に求

めても、その実効性を期待できないし、実際にほとんど手が回っていない状

況である。 

一方、保護廃止となったということは、一定水準の生活ができている証で

もあるため、債務弁済の資力が期待されるところである。そのため、保護廃

止世帯の債権については、早期に債権回収対策課に移管するなどして債権回

収を図っていくべきであると考える。 

 

（ウ）債権回収対策課移行後の管理   

 

法第63条、法第78条に係る債権で回収が困難と思われるもののうち、生

活保護を廃止したものについてその回収管理を各区福祉事務所から、債権回

収を専門に取り扱う債権回収対策課へ移行することを平成 23 年度から始め

ている。これにより、負荷がかかっていた地区担当員の負担は軽減されるこ

とになるが、通常の債権と同様の回収手法をとらざるを得ないため、租税債

権の回収手続に比較して困難が予測される。また、債権回収対策課において

1 年経過したものは、再度、担当課に戻ることが予定されており、1 年間と

いう短期間において債権回収対策課が、どのような成果をあげることができ

るか注目される。 

平成 23 年 2 月に「納付催告書兼回収対策課への移管予告書」を送付した

が、その後の納入通知書の担当課名称は従前の各区の社会福祉課のまま発送

されている。債権回収対策課の早急かつ具体的な行動が望まれる。 

 

（エ）不納欠損処理   

 

不納欠損の検討対象には次のようなものがある。 

（ⅰ）不納欠損処理すべきもの 

時効が完成、債権が消滅しているもの 

（ⅱ）不納欠損処理を検討すべきもの 
① 対象者がすでに保護廃止された外国人であり、帰国し行方不明のも 
 の 
② 対象者が高齢で資力・身寄りもなく、施設に入所しており返済期間

が数十年にも及ぶと予想されるもの 
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これまで、浜松市では回収不能債権であっても不納欠損処理をしてこなか

った（平成23年度から行う予定）。安易に不納欠損を認めることは妥当では

ないが、回収不能と認められる債権をいつまでも残すことよりも、回収可能

な債権の回収に注力することのほうがより重要であるといえる。 
なお、不納欠損処理された債権については、原則、その3／4については、

国庫負担となる。 

 

 

７ 生活保護の停・廃止 
 

  意  見  

 

廃止案件について  

 

抽出した案件の保護廃止理由としては、収入の増加、資産保有、被保護者死亡、

養護老人ホーム等施設入所、親族等による引き取り、他管区への転出、母国への帰

国、失踪等による所在不明、長期の受刑（懲役刑）等が挙げられる。 

 

ア 保護廃止の判断 

 

53 才男性について、平成 23 年 3 月 1日に就職したため、稼働収入の増加を

理由に同年4月1日付けで保護を廃止した事案（南区）について、南区福祉事

務所は、廃止とした理由を「被保護者の性格及び就労支援プログラムにより何

度も決まった就職先をすぐ辞めてしまったこと等を考慮して、安易に職を辞さ

ないよう停止ではなく廃止にした。」と説明している。南区福祉事務所の考え

も理解できないわけではないが、就職先をすぐに辞め平成23年 4月 18日に保

護が再申請され、保護開始が決定されていることからすれば、生活状況の経過

を観察する必要があったと思われる上、再申請の際には保護開始が見込まれる

ケースであるため、いきなり保護廃止とするのではなく、まずは保護停止とす

ることが妥当だったと考えられる。 

 

イ ケースファイルへの記録 

 

夫は外国人、妻は日本人、幼少の2名の子供がいる被保護世帯について、夫

から「母国にいる父の容態が急変したので、帰国して父の世話をする。」とい

う電話連絡を受けたため、保護廃止となった事案（南区）であるが、ケースフ

ァイルからは、予定される渡航期間及び妻子も共に渡航したか否かが判然とし

ない。海外渡航をしても保護の停・廃止ができない場合又は保護停止が相当の
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場合もあるため、保護廃止と判断した事情を具体的かつ明確にケースファイル

に記録することが望ましい。 

 

 

８ 不服申立制度 

 

（１）  指摘事項  

 

処分決定通知書の送達日について 

 

審査請求に係るケース記録を閲覧したところ、審査請求の対象となった処分の

決定通知書が当該不服申立人に対し、いつ、どのような方法（手交か郵送か）で

送達されたかは、記録上判然としなかった。決定通知書の送達日を特定すること

は、審査請求期間の起算日となる。したがって、本来決定通知書は配達証明郵便

等によるべきことが望ましい。また、何らかの事情で手交している場合は、受書

を徴求して記録に編綴すべきである。但し、保護変更決定通知書等不服申立の対

象となる処分決定通知書は大量であることから、郵便送達の場合その費用を考慮

すると普通郵便での送達もやむをえないと思料するが、単に処分決定通知書の控

を残すだけではなく、発信記録をつけるべきである。（全区） 

 

（２）  意  見  

 

保護変更決定通知書の記載方法について  

 

審査請求に係るケース記録を検討する上で、派生的に気づいた点があるので、

意見として掲げておく。それは、審査請求の対象となる、例えば保護変更決定通

知書の内容が、これを受ける被保護者からすれば分かりにくいという点である。

特に減額の理由とその金額は、被保護者から見て理解できるように記載されるべ

きである。平成22年度までの書式では、この点説明不足で理解を困難なものにし

ていた。平成23年度から保護変更決定通知書の書式を改善したというものの、必

ずしも分かりやすくなったとは言い難く、より記載方法を工夫することが望まれ

る。 

 

 

 

 

 

 



第４ 監査の結果 

 - 38 - 

９ 施設保護  

 

 意  見  

 

民間施設給与等改善費加算について  

 

民間施設給与等改善費加算が、浜松市立の西山園と入野園を除き、支弁・交付され

ている。西山園、入野園は公設の施設であるため、対象外としているが、「民間施設給

与等改善費」の内容からすると設備ではなく職員の人件費等に係るものであると考え

られるため、両園（運営する指定管理者）に対する支給を検討する必要があるのでは

ないかと考える。 
 
 

10 自立支援プログラム 
 

（１）  指摘事項  

 

ア 多重債務解消支援プログラムについて 

 

多重債務解消支援プログラム実施要領添付の「法テラス受付フロー図」に「法

テラスが立替えた費用については、援助開始後、原則として月額 10,000 円ず

つを支払い（償還）する。」との記載があるが、現在の法テラスの運用では、

被保護者の自己破産の案件については、申請により事件継続中は償還猶予、事

件終結時には償還免除となるのが通常である。また、同要領3－（6）に「自己

破産を裁判所に申し立てる際に裁判所に納める予納金の準備を助言する。」と

の記載があるが、この点についても現在の法テラスでは、予納金の立替も金20

万円まで認めている上、上記立替えた費用と同様に申請により償還猶予、償還

免除を認めている。このように、同要領を策定した当初とは、他制度・他施策

の運用が改められることがあるので、最新の情報を入手して改訂していくべき

である。（福祉総務課） 

 

イ 就労支援相談員について 

 

欠員となっている南区の就労支援相談員を速やかに補充すべきである。 

 

（２）  意  見  

 

ア 就労支援相談員について 
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現在、就労支援相談員が配置されていない天竜区についても、浜北区の就労

支援相談員の援助を受けることが困難である現状からすれば、何らかの形でこ

れを配置することが望ましい。 

また、中区の次に外国人被保護者の多い南区については、外国人向け就労支

援相談員を早期に確保することが望ましい。 

 

イ 各種自立支援プログラムについて 

 

日常生活支援・社会生活支援プログラム実施要綱は、その対象者として 

      ① 地域での生活及び服薬・疾病管理等に不安のある高齢者や傷病者 

      ② 近隣住民や親族等との交流が希薄で、地域社会との関わりが必要と考え

られる障害者 

      ③ ひきこもりやうつ等により、自立意欲に欠ける者 

      ④ 配偶者等からの暴力によって精神的不安を抱える者 

      ⑤ 多重債務者であって、債務整理が終わっていない者や、金銭管理能力に

問題があり借金を繰り返す心配のある者 

      ⑥ 元ホームレスであって、居宅生活の維持・継続に不安のある者 

      ⑦ その他身体的・精神的に不安がある者  

をあげている。どれも一つ一つ大きな問題を抱える類型であるが、この内、具

体的な支援プログラムの実施要領が定められているのは、⑤の多重債務者のみ

で他はない。したがって、同要綱の実施方法等の記載は、一般的な事項に止ま

っている。しかしながら、上記対象者の抱える問題は異なりその支援の方法、

内容も、異なって然るべきであるので、対象者を細分化して、それぞれ相応し

た具体的な支援の実施方法を定めた実施要領を策定することが望ましい。また、

そうすることによって比較的経験の浅い現業員も、対応可能となり平準化した

支援を提供することができる。 

 

 

11 各区福祉事務所及び職員の状況 

 

（１）  指摘事項  

 

地区担当員の員数について 

 

現業員の定員は、市の設置する福祉事務所では、被保護世帯80世帯当たり1

名おくことを標準としている（社会福祉法第16条）。そして、現業員は、援護、

育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これら

の者に面接し、本人の資産環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及
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びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどるとされ

ている（同法第15条第4項）。したがって、面接相談担当も現業員にカウント

されるため、前記第3－5の表｢福祉事務所の実施体制」で当局側が示すよう形

式的には、概ね標準数を満たしている。しかも、浜松市では、被保護世帯の増

加に対応するため、査察指導員及び現業員を平成 22 年度は 21 名、同 23 年度

は8名増員してきた。しかしながら、現実問題として被保護世帯を受け持つ地

区担当員と呼ばれている現業員の担当ケース数が問題となる。何故ならば、過

重な担当ケース数であるならば、適正な格付けに基づく訪問調査やきめの細か

な指導指示は不可能であるし、逆に不正受給の早期発見も期待できない。やは

り少なくとも担当ケース数が100件を超えるような事態は是正されるべきであ

る。具体的に摘示すれば、東区、西区、南区にあっては、地区担当員を増員す

べきである。 

 

（２）  意  見  

 

ア 新規採用職員の現業員としての補職について 

 

生活保護の現業員をケースワーカー（ＣＷ）と呼ぶが、ケースワークとは、

相談援助活動を指す。相談援助活動の過程は、調査・診断（援助方針の決定）・

治療（援助）という流れをとる。そして、その特徴として①「個別的な」対人

援助であること、②「社会環境との調整」にあること、③「社会資源の動員（活

用）」にあることがあげられている。要するに現業員は、対人関係に長け、調

査あるいは調整能力に優れ、社会資源となる諸制度・諸施策に精通した極めて

専門性の高い職種である。 

してみると、中区、東区、西区で見られた大学卒業したての新規採用職員の

現業員としての補職は回避するのが望ましい。 

 

イ 査察指導員等の現業員経験について 

 

上記のとおり現業員は、極めて専門性の高い職種である。したがって、現業

員を指導する査察指導員は、現業員としての経験があることが望ましい。また、

生活保護行政を統括し、各区福祉事務所を指導監督する立場にある本庁の福祉

総務課の生活保護グループ職員は、現業員あるいは査察指導員の経験を有する

ことが望ましいことは言うまでもなく、実効性のある指導を行うためにも本庁

の実施体制について見直す必要もあると思慮される。今後は、人事上このよう

な点に配慮すべきである。 
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ウ 社会福祉主事の資格について 

 

社会福祉法第 15 条第 6 項によれば、査察指導員及び現業員は、社会福祉主  

事でなければならないとされている。ところが、浜松市の場合、平成 23 年 4

月 1 日現在でその資格を有しないものが 10 名いる。同法の趣旨に従って、善

処されるのが望ましい。 

 

エ 現業員の専門的資格について 

 

現業員の専門性は、社会が複雑化すればする程、高まっていくものと推察さ

れる。一方、被保護者の中には、精神的疾患をもつ者も多く、また、対応困難

者も目立つ。したがって現業員に、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有す

る者を登用することは有意義であるので、これまで以上に検討すべきである。 

また、このような有資格者を登用することによってより専門的、実践的なＯ

ＪＴが期待できる。 

 

オ 現業員の在職年数について 

 

浜松市の場合、現業員の在職年数が比較的短かい。一般的に地方自治体にお

いて、福祉事務所は不人気職場と言われ、新規採用者が初任で配属される可能

性も高く、在籍期間も短い人が多い傾向にあると言われている。また、被保護

者の中には、対応困難者もいて精神的負荷の重い職場でもある。 

しかしながら、現業員の職務は、上記のとおり極めて専門性の高いものであ

る上、市民と第一線で接するもので、有意義かつ重大である。したがって、現

業員については、専門性が高められるようある程度の期間、在籍させることが

望ましい。そのためには、適材適所の人員配置が必要である。上記アの事項と

も併わせ人事上配慮すべきである。 

 

カ 職員のメンタルヘルス・ケアについて 

 

上記のとおり福祉事務所の現場は、被保護者の中には精神的疾患を有する者

や対応困難者も多いことから、職員にかかる精神的負荷の重い職場である。中

区福祉事務所における休職者の存在は看過できない問題である。当局としては、

更に一層の職員のメンタルヘルス・ケア体制の確立に努めるべきである。 
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第５ 総括 

 

以上のとおり浜松市の保護率は、全国平均を下回り、かつ政令指定都市中、最も

低いとはいうものの近年の被保護世帯及び人員の増加は、著しいものがある。殊に、

リーマン・ショック後の増加は顕著である。このような経済情勢下にあって浜松市

の生活保護行政は、入口の面接相談業務や開始手続については、概ね適正に運用さ

れていると思われる。ところが、その後の訪問調査や自立支援に向けての指導指示

等は、十分とは言い難い。また、法第63条に基づく返還金、法第78条に基づく徴

収金等の債権管理については、その体制自体が確立されていない。生活保護行政の

第一線である各区福祉事務所の運営は、結局、地区担当員の負担と裁量にかかって

いる。なお、扶助費の中でも高額を占める医療扶助の問題も重要である。とかく行

政改革と言うと削減の方向で論じられやすいが、市の生活保護行政の部署において

は、地区担当員の適正配置と専門化、現業員とは独立した経理・債権管理体制の確

立、同様に医療・介護事務体制の確立が必要であり、これが事務の合理化につなが

るものと思料する。 

したがって、このような点に配慮した職員の人事が望まれる。 

    なお、生活保護行政の運用は、国の定めた基準によると言うものの、これを運用

するのは、各区福祉事務所であり、ひいては担当現業員である。運用に当たっては、

要保護者・被保護者の権利を侵害しないこと、平等原則に反しないこと、自立支援

に努めることが肝要である。一方、不正受給は、生活保護制度に対する市民の信頼

を損ねることになるので、これを防止し、不正受給があったときは、これを是正さ

せ原状回復することが必要である。現在、国においても地方の意見を聞き、生活保

護制度の見直しが検討されていると聞き及ぶが、単なる支出の抑制策に終わるので

はなく、関連する他制度・他施策を含め制度の適正化に向けての動きを期待したい。 

 


