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第９ 生活保護費の返還と徴収及びその債権管理 

 

１ 返還金と徴収金の概要 

 

生活保護は、最低生活の維持のための給付であり、その費用は全て税金からの負担

になるため、既に支給した生活保護費のうちで、本来なら必要のなかった者に対する

支給額や必要を超えた支払額については、法第63条に基づく返還または第78条に基

づく徴収が行われる。 

但し、地方自治体の歳入については、法律に定めない限り国税滞納処分のような強

制徴収の方法を講ずることはできないので、返還金及び徴収金については、公債権で

はあるが、私債権と同様の保全手続に従って徴収することになる。 

なお、法第63条及び法第78条に基づく金銭債権は、地方自治法第236条により、5

年間で時効により消滅する。 

時効の援用は要しない。 

時効の中断・停止等については民法の規定を準用する。 

但し、時効の中断事由の請求については特則がある（同条4項）。 

 

（１）法第63条 

 

法第63条では、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわら

ず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対

して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の

実施機関の定める額を返還しなければならない。」としている。 

これは、実施機関が、被保護者に資力があることを認識しながらも、緊迫の事

由があった事により扶助費を支給した場合の事後調整の手続であるが、被保護者

に不正手続の意図があった事の立証が困難な場合等も適用される。 

法第63条によることが妥当な場合として次のものがある。 

 

① 被保護者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場

合で届出又は申告を速やかに行わなかったことについてやむを得ない理由

が認められるとき。 

② 実施機関及び被保護者が予想しなかったような収入があったことが事後

になって判明したとき。 

 

これ以外にも実施機関が資力なしと誤認して保護を決定した場合や保護の

決定を誤って不当に高額の決定をした場合にも適用される。 

法第 63 条に基づく返還金は、支給決定自体は有効であり、支給決定の遡及

取り消しは行わない。 
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なお、返還額は原則として全額とすべきであるが、全額を返還額とすること

が自立を著しく阻害すると認められる場合、次官通知第 8、局長通知第 8 等に

定める範囲を控除して差し支えない。 

また収入認定の際に必要経費として認定される額を控除することができる。 

 

（２）法第78条 

 

法第78条では、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人を

して受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、

その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」としている。 

これは、被保護者の作為又は不作為により実施機関が錯誤に陥ったため扶助費

の不当な支給が行われた場合に適用される条項であり、損害追徴としての性格を

有し、徴収額の決定に当たり、相手方の資力が考慮されるというものではない。

法第78条によることが妥当な場合として次のものがある。 

 

① 届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそ

れに応じなかったとき。 

② 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。 

③ 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその

職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわら

ず、これに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。 

  

徴収額は、全額を対象とすべきであり、法第63条のような実施機関の裁量の余

地はない。 

被保護者が勤労収入について過少申告を行っていたことが判明した場合、不正

に申告していなかった額については必要最小限度の実費を除き全て返還させる。   

なお、地方自治体が、いわゆる不正受給について法第78条の発動を怠っている

場合は、保護費の国庫負担に当たって当該地方自治体に対し負担金返還措置がと

られる場合がある。 

また、不正受給者は、単に費用徴収にとどまらず、法第85条による罰則の規定

や刑法の規定による処罰を受けることがある。特に悪質な手段による不正受給の

場合は、その社会的影響も考慮して地方自治体は正式な告発の手続を取る必要が

ある。 
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２ 返還金と徴収金の現状 

 
（１）法第63条 

 

ア 未回収債権残高 

 
浜松市の現状は次のように推移している。 

 
（ア）中区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 14,388,358 36  

40歳代以下3件   

50歳代6件 

60歳代16件  

70歳代以上11件 

平成23年3月末 31,074,607 16,686,249 72 36 

40歳代以下14件   

50歳代15件 

60歳代29件  

70歳代以上14件 

平成23年9月末 38,681,563 7,606,956 105 33 

40歳代以下22件 

50歳代19件 

60歳代47件  

70歳代以上17件 

 

 

（イ）東区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 6,498,117 7  

40歳代以下2件   

50歳代1件 

60歳代1件  

70歳代以上3件 

平成23年3月末 7,186,411 688,294 7 0 
60歳代1件  

70歳代以上6件 

平成23年9月末 7,003,987 △ 182,424 8 1 

40歳代以下2件 

60歳代4件  

70歳代以上2件 
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（ウ）西区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 435,000 3  
60歳代2件  

70歳代以上1件 

平成23年3月末 2,907,648 2,472,648 4 1 
50歳代1件  

70歳代以上3件 

平成23年9月末 2,844,796 △ 62,852 3 △ 1 
50歳代1件  

70歳代以上2件 

 

 

（エ）南区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 2,789,566 4  
50歳代3件  

70歳代以上1件 

平成23年3月末 4,363,776 1,574,210 8 4 

50歳代3件  

60歳代3件 

70歳代以上2件 

平成23年9月末 4,562,994 199,218 9 1 

50歳代3件  

60歳代4件 

70歳代以上2件 

   

 

（オ）北区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 0 0  

 

平成23年3月末 955,411 955,411 4 4 

40歳代以下1件  

60歳以上1件 

70歳代以上2件 

平成23年9月末 1,470,532 515,121 10 6 

40歳代以下3件  

50歳代2件 

60歳代2件  

70歳代以上3件 
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（カ）浜北区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 482,395 3  
40歳代以下1件   

60歳代2件  

平成23年3月末 1,621,217 1,138,822 7 4 

40歳代以下2件   

50歳代1件 

60歳代3件  

70歳代以上1件 

平成23年9月末 1,597,229 △ 23,988 7 0 

40歳代以下2件  

50歳代1件 

60歳代3件  

70歳代以上1件 

 

 

（キ）天竜区                            (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 1,423,225 2  
60歳代1件  

70歳代以上1件 

平成23年3月末 1,423,225 0 2 0 
60歳代1件  

70歳代以上1件 

平成23年9月末 1,423,225 0 2 0 
60歳代1件  

70歳代以上1件 

 

 

（ク）浜松市全体                          (金額単位：円) 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減 内容 

平成22年3月末 26,016,661 55  

40歳代以下6件  

50歳代10件 

60歳代22件  

70歳代以上17件 

平成23年3月末 49,532,295 23,515,634 104 49 

40歳代以下17件  

50歳代20件 

60歳代38件  

70歳代以上29件 

平成23年9月末 57,584,326 8,052,031 144 40 

40歳代以下29件  

50歳代26件 

60歳代61件  

70歳代以上28件 
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以上のことから、法第63条による未回収残高がここ1年～1年半の間で急激

に増加していることが分かる。 

件数では、平成22年 3月 55件から平成23年 9月 144 件と 161.81％の増加

である。144件の内、105件(73%)が中区である。 

件数の増加は、年金遡及分受領の未回収の影響もあると考えられる。本来な

らば、年金遡及分受領時に早めの手当が必要であった。平成 24 年 4 月より、

年金調査員を雇用する予定との説明を受けたが、有効な活用を期待したい。 

金額では、平成22年 3月 26,016,661円から平成23年 9月 57,584,326円と

121.34％の増加である。 

年齢別では、40歳代以下の若年層が平成22年 3月から平成23年 9月までの

間に383％の増加となっている。 

区別では、1年半での増加件数89件の内、69件(78％)が中区である。 

従前では、法第78条に比較して、法第63条による回収率は高いと考えられ

ていたが、最近の回収遅延増加率は法第78条よりも高くなっている。 

 

イ 未回収債権残高の中の時効となったもの(浜松市全体) 

時効の完成により、法的には債権は消滅している。但し不納欠損処理は行っ

ていない。 

 

 

 

 

  

 

 

 

ウ 未回収債権残高の中の保護廃止となったもの(浜松市全体) 

保護廃止になったものは、地区担当員との連絡も途絶えるため、回収率は著

しく低下する。所在先も不明となり、納付書の送付ができないケースも多い。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 1,781,702  9  

平成23年3月末 2,651,268 869,566 10 1 

平成23年9月末 2,651,268 0 10 0 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 14,995,528 29  

平成23年3月末 20,957,072 5,961,544 42 13 

平成23年9月末 23,232,109 2,275,037 47 5 
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エ 未回収債権残高の中ですでに死亡しているもの(浜松市全体) 

被保護者が死亡したケースも保護廃止と同様に回収率は著しく低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 未回収債権残高の中で債権回収対策課に移管したもの(浜松市全体) 

保護廃止をした中から、回収困難とみられるものを各区にて選定している。 

 

 

 

 

 

 

カ 未回収債権残高の中で平成23年度末での不納欠損予定額(区別) 

不納欠損予定額として連絡を受けているものの内訳である。 

本来ならば、時効の完成により債権が消滅したと同時に、不納欠損処理すべ

きと考える。 

（金額単位：円） 

区 
不納欠損 

予定額 
件数 内容 

中区 753,783 6 

40歳代以下1件 

60歳代1件  

70歳代以上4件 

東区 0 0  

西区 0 0  

南区 660,000 1 70歳代以上1件 

北区 0 0  

浜北区 0 0  

天竜区 0 0  

合計 1,413,783 7 

40歳代以下1件  

60歳代1件  

70歳代以上5件 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 702,225 6  

平成23年3月末 7,213,377 6,511,152 10 4 

平成23年9月末 8,098,096 884,719 12 2 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 件数 

平成23年9月末 4,034,065 6 
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キ 未回収債権残高の中で平成23年 4月～9月の間に、徴収決定となったもの及

び調定したもの(浜松市全体) 

未回収債権総残高57,584,326円に占める調定額の比率は61.99％である。 

     

 

 

 

 

 

ク 未回収債権残高の中で納入通知書を発送している件数(浜松市全体) 

 

総件数は、ア―(ク) 記載の浜松市全体の件数である。 

発送件数及び未発送件数は浜松市より報告を受けた件数である。 

 

       納付書は自動的に全件発行されており、未発送の場合の理由としては、時効

到来済、転居先不明等により送付困難なもの、一括調定により当月以外の月で

調定し送付しているものである。 

 

 

（２）法第78条 

 

ア 未回収債権残高 

最近の浜松市の現状は次のように推移している。 

（ア）中区                             （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数

増減 内容 

平成22年3月末 79,602,103  131  

40歳代以下35件 

50歳代32件 

60歳代41件 

70歳代以上23件 

平成23年3月末 114,158,606 34,556,503 178 47 

40歳代以下48件   

50歳代46件 

60歳代50件  

70歳代以上34件 

平成23年9月末 134,612,491 20,453,885 242 64 

40歳代以下70件  

50歳代56件 

60歳代75件  

70歳代以上41件 

（金額単位：円） 

返還決定金額 調定額 件数 

38,771,487 35,699,310 133 

総件数 発送件数 未発送件数(概数) 

144件 96件 48件 
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（イ）東区                             （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 16,177,792 10  

40歳代以下3件   

50歳代1件 

60歳代6件  

平成23年3月末 15,913,173 △ 264,619 15 5 

40歳代以下4件  

50歳代2件 

60歳代9件  

平成23年9月末 17,623,226 1,710,053 20 5 

40歳代以下6件  

50歳代3件 

60歳代10件  

70歳代以上1件 

 

（ウ）西区                             （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 11,949,835 19  

40歳代以下2件   

50歳代5件 

60歳代5件  

70歳代以上7件 

平成23年3月末 12,321,175 371,340 22 3 

40歳代以下3件   

50歳代5件 

60歳代6件  

70歳代以上8件 

平成23年9月末 12,700,207 379,032 24 2 

40歳代以下3件  

50歳代5件 

60歳代8件  

70歳代以上8件 

 

（エ）南区                             （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 22,842,131  29  

40歳代以下7件   

50歳代1件 

60歳代10件  

70歳代以上11件 

平成23年3月末 31,602,601 8,760,470 44 15 

40歳代以下12件   

50歳代2件 

60歳代15件  

70歳代以上15件 

平成23年9月末 30,739,291 △ 863,310 43 △ 1 

40歳代以下10件  

50歳代2件 

60歳代18件  

70歳代以上13件 
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（オ）北区                             （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 9,158,422 15  

40歳代以下4件   

50歳代1件 

60歳代9件  

70歳代以上1件 

平成23年3月末 8,188,537 △ 969,885 12 △ 3 

40歳代以下3件   

50歳代1件 

60歳代7件  

70歳代以上1件 

平成23年9月末 12,208,499 4,019,962 15 3 

40歳代以下4件  

50歳代2件 

60歳代7件  

70歳代以上2件 

 

 

（カ）浜北区                            （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 633,454 5  

40歳代以下2件 

50歳代1件 

60歳代2件  

平成23年3月末 426,806 △ 206,648 6 1 

40歳代以下2件  

50歳代1件 

60歳代3件  

平成23年9月末 885,629 458,823 11 5 

40歳代以下3件 

50歳代3件 

60歳代2件  

70歳代以上3件 

 

 

（キ）天竜区                            （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 0  0   

平成23年3月末 0 0 0 0  

平成23年9月末 0 0 0 0  
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（ク）浜松市全体                          （金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数
件数

増減
内容 

平成22年3月末 140,363,737 209  

40歳代以下53件   

50歳代41件 

60歳代73件  

70歳代以上42件 

平成23年3月末 182,610,898 42,247,161 277 68 

40歳代以下72件   

50歳代57件 

60歳代90件  

70歳代以上58件 

平成23年9月末 208,769,343 26,158,445 355 78 

40歳代以下96件  

50歳代71件 

60歳代120件  

70歳代以上68件 

 

 

       以上のことから、法第63条ほどではないが、法第78条の不正受給による未

回収残高がここ1年～1年半の間で増加していることが分かる。 

件数では、平成22年 3月 209件から平成23年 9月 355件と69％の増加であ

る。355件の内、242件(68%)が中区である。 

          金額では、平成22年 3月 140,363,737円から平成23年 9月 208,769,343円

と48％の増加である。 

  年齢別では、40歳代以下、50歳代の若年層が増加している。 

   区別では、1年半の増加件数146件の内、111件(76％)が中区である。 

   

 

イ 未回収債権残高の中の時効となったもの(浜松市全体) 

時効の完成により、法的には債権は消滅している。但し不納欠損処理は行っ

ていない。 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 17,660,147  28  

平成23年3月末 19,518,774 1,858,627 31 3 

平成23年9月末 22,038,774 2,520,000 32 1 

 

 

 

 



第９ 生活保護費の返還と徴収及びその債権管理 

 - 86 -  

ウ 未回収債権残高の中の保護廃止となったもの(浜松市全体) 

保護廃止になったものは、地区担当員との連絡も途絶えるため、回収率は著

しく低下する。 

所在先も不明となり、納付書の送付ができないケースも多い。 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 59,858,855 82  

平成23年3月末 79,862,842 20,003,987 111 29 

平成23年9月末 84,534,526 4,671,684 126 15 

 

 

エ 未回収債権残高の中ですでに死亡しているもの(浜松市全体) 

被保護者が死亡したケースも保護廃止と同様である。 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 金額増減 件数 件数増減 

平成22年3月末 7,390,088 13  

平成23年3月末 9,402,588 2,012,500 18 5 

平成23年9月末 9,302,588 △ 100,000 17 △1 

 

 

オ 未回収債権残高の中で債権回収対策課に移管したもの(浜松市全体) 

保護廃止をした中から、回収困難とみられるものを各区にて選定している。 

 

（金額単位：円） 

時期 債権残高 件数 

平成22年3月末 21,797,194 23 

 

 

カ 未回収債権残高の中で平成23年度末での不納欠損予定額(区別) 

不納欠損予定額として連絡を受けているものの内訳である。 

本来ならば、時効の完成により債権が消滅したと同時に、不納欠損処理すべ

きと考える。 
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（金額単位：円） 

区 不納欠損予定額 件数 内容 

中区 4,624,126 19 

40歳代以下3件   

50歳代7件 

60歳代2件  

70歳代以上7件 

東区 426,030 1 60歳代1件 

西区 1,706,685 5 

50歳代1件 

60歳代3件    

70歳代以上1件 

南区 2,244,154 7 

40歳代以下4件  

60歳代2件  

70歳代以上1件 

北区 0 0  

浜北区 0 0  

天竜区 0 0  

合計 9,000,995 32 

40歳代以下7件   

50歳代8件 

60歳代8件  

70歳代以上9件 

 

 

キ 未回収債権残高の中で平成23年 4月～9月の間に、徴収決定となったもの及

び調定したもの(浜松市全体) 

未回収債権総残高208,769,343円に占める調定額の比率は4.53％である。単

純計算で、全額回収に20年以上かかることになる。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

（金額単位：円） 

徴収決定金額 調定額 件数 

35,003,103 9,450,952 107 
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ク 未回収債権残高の中で納入通知書を発送している件数(浜松市全体) 

 

 

総件数は、ア―(ク) 記載の浜松市全体の件数である。 

発送件数及び未発送件数は浜松市より報告を受けた件数である。 

 

納付書は自動的に全件発行されており、未発送の場合の理由としては、時効

到来済、転居先不明等により送付困難なもの、一括調定により当月以外の月で

調定し送付しているものである。 

 

 

３ 監査の方法 

 

（１）監査の視点 

 
   法第63条および法第78条による返還金・徴収金残高は、年々増加している。     

限られた財源の中で、有効に生活保護施策を行っていくためには、これらの残高

を減らしていくことが重要である。しかし、回収及び徴収については、下記のよ

うな困難な問題をかかえている。 

 

   ① 法第63条及び法第78条に基づく債権は、国税滞納処分のような強制徴収 

方法を講ずることができない。 

② 回収対象となる被保護者の資力は乏しい。 

③ 回収を担当する職員の本来の任務は、被保護者の支援であり金銭債権回収

に関する知識･経験とも多くはない。そのため、回収業務に遅延が生じたり、

各区･各担当者毎に差が発生し、不公平な結果が生じがちである。 

 

上記の状況をふまえ、法第63条および法第78条の返還金・徴収金について、

その発生から回収に至るまでの手続につき、定められた手続が適正に行われてい

るか、手続自体に問題がないかに着目して抽出した案件を、関連書類の閲覧、担

当者からヒアリングをすることにより検討した。 

 

（２）抽出した案件 
 

平成 22 年度末に法第 63 条による返還金残高、法第 78 条による徴収金残高が 

ある案件のうち、残高が大きいものを中心に返還金27件（中区8件、東区5件、

西区3件、南区5件、北区1件、浜北区3件、天竜区2件）、徴収金94件（中区

総件数 発送件数 未発送件数(概数) 

355件 236件 119件 
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35件、東区11件、西区10件、南区21件、北区12件、浜北区5件、天竜区該当

なし）を抽出した。 
 

 

４ 監査の結果 

 

（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。 
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



第９ 生活保護費の返還と徴収及びその債権管理 

 - 90 -  

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。 
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
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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（次官通知第8参照）。 

 

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 
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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。 

 

 

（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。 
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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。 
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
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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

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 
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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）。 

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。 
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（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。 
 

（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。 
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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

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
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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。 

 

（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
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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 
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。 




