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第５ 生活保護の開始手続 
 

１ 生活保護手続の概要 

 

 

浜松市における生活保護手続の概要は、次のとおりである。 

 

 

① 相談（面接） 
          ↓ 

② 保護の申請 

生活保護は、要保護者等からの申請に基づき開始されることが原則であり  

（法第7条本文、第24条）、申請に際しては保護申請書、資産申告書、収入申

告書、同意書等が提出される。 

          ↓ 

③ 申請受理 

申請が受理されると、申請者ごとにケースファイルが作成され、それ以後の

関連書類はこのファイルに綴られる。 

          ↓ 

④ 調査 

申請受理後、調査担当員（地区担当員）が各調査を行う。 

 

          ↓ ※要否判定以前に、申請者が申請を取り下げる場合もある。 

 

⑤ ケース診断及び要否判定 

          ↓ 

⑥ 通知 

保護の開始又は申請の却下を申請者に通知する。 

          ↓ 

⑦ 保護の実施 

被保護者の生活態様に応じて、生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助等 

が実施される。 

         ↓ 

⑧ 保護の停止又は廃止 

被保護者が保護を必要としなくなったときは、保護の停止又は廃止を決定す

る。 
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２ 調査及び要否判定 

 

（１）調査の概要 
 

生活保護は、その有する資産、能力等に応じて最善の努力をしても最低限度の

生活を維持できない場合に認められることから（保護の補足性、法第4条参照）、

保護の要否を判断するためには、①活用し得る稼働能力の有無（収入を得る可能

性の有無）、②活用し得る資産の有無（処分可能な資産の有無）、③扶養義務者に

よる扶養の可能性の有無、④他法他施策（社会保険、恩給等）の利用の可否、に

ついて調査する必要がある。 
なお、生活保護は世帯を単位として決定されるため、調査は世帯構成員全員に

ついて行われる。 
調査は、調査担当員（地区担当員）によって行われるが、調査内容及び方法は

概ね以下のとおりである。 
 

ア 収入の調査・他法他施策の調査 
・ 申請者から提出された収入申告書、給与明細書・源泉徴収票等の写し、年

金に関する書類の写し等を精査する。 
・ 課税台帳の確認、社会保険事務所等への照会、勤務先への照会、主治医へ

の照会等。 
・ なお、暴力団員については、稼働能力の活用要件及び資産の活用要件を満

たしていないものとして、急迫状況にある場合を除き、申請は却下される。

そのため、申請者が暴力団員と疑われる場合、警察に情報提供を依頼し、暴

力団員か否かを調査している。 
 

イ 保有資産の調査 
・ 申請者から提出された資産申告書及びそれに関連する資料の写しを精査す

る。 
・ 固定資産台帳及び名寄帳の確認、登記簿謄本の取得等により所有不動産の

有無を調査する。 
・ 申請者から提出された車検証の写し、課税台帳の確認等により車両の所有

の有無を調査する。 
・ 浜松市内に支店を有する銀行及び信用金庫8行に照会書を送付して預貯金

の有無を調査する。また、申請者が上記以外の銀行等に預貯金があることを

申告した場合は、当該銀行等にも照会書を送付する。 
・ 浜松市内に支店を有する生命保険会社に照会書を送付して生命保険契約の

有無を調査する。また、申請者が上記以外の生命保険会社等に資産があるこ

とを申告した場合は、当該生命保険会社等にも照会書を送付する。 
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ウ 扶養可能性の調査 
・ 申請者からの申告及び戸籍謄本の確認により扶養義務者（配偶者、直系血

族、兄弟姉妹等）の有無を調査する。 
・ 扶養義務者がいる場合には扶養に関する照会書を郵送して、扶養の可否を

調査する。 
・ なお、申請者と同じ区に居住する重点的扶養能力調査対象者（配偶者、親

子関係にあり扶養の可能性が期待される者等）については、実地調査（訪問

調査）を行うこととされている（局長通知第5参照）。 
 

エ 世帯訪問調査 
・ 申請者世帯の自宅、入所している施設等居住地を訪問し、生活状況、保有

資産等を調査する。 
 

オ その他の調査  
 ・ 民生委員からの意見聴取等 

 
（２）要否判定の概要 

 
ア 調査により資料が収集されたことを確認した上で、生活保護の要否、申請者

世帯の有する問題に対する処遇、援助内容及び程度等について総合的かつ組織

的に検討するためにケース診断会議を開催する。ケース診断会議における検討

内容については議事録が作成され、ケースファイルに綴られる。 

ケース診断会議には、調査を担当した地区担当員のほかに、福祉事務所長、

生活保護担当課長、生活保護担当課長補佐、査察指導員のうち2人以上が出席

するものとされている（浜松市福祉事務所生活保護担当課ケース診断会議運営

要綱）。 

ケース診断会議において保護開始が相当と診断された場合には、浜松市被保

護世帯訪問格付基準表に従い、訪問格付についても検討している。訪問格付と

は、生活状況等により世帯を分類し、保護開始後の訪問頻度を定めることであ

る。「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」は、直近では平成23年 4月 1日に改

正されたが、改正前後の内容は次のとおりである。 
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浜松市被保護世帯訪問格付基準表         平成15年 1月 16日作成 

                            平成23年 2月 3日一部修正 

Ａケース（毎月１回以上訪問） 

(1) 稼働年齢層（1５歳～６４歳）で、稼働能力が十分あり客観的な就労阻害要因が認め
られないにもかかわらず非稼働であるケース 

(2) 稼働能力のある者が、稼働はしているが稼働時間が著しく短いなど稼働能力の活用
が著しく不十分で積極的増収指導が必要と認められるケース 

(3) その他とくに日常生活について実態把握や指導を継続的に行う必要のあるケース 
Ｂケース（３か月に１回以上訪問） 

(1) 稼働能力があり非稼働であるが、障害の程度等により稼働能力の活用には社会的に
かなりの制約があると認められるケース 

(2) 稼働能力のある者が、稼働時間が短いなど稼働能力の活用が不十分であり、増収指
導が必要であるケース 

(3) 稼働年齢層にあり、現在は就労不可であるが、近い将来、病状又は障害が軽快すれ
ば稼働能力を有すると認められるケース 

(4) 近隣や関係機関等とのトラブル等生活実態に問題があり、継続的指導を要するケー
ス 

Ｃケース（６か月に１回訪問） 

(1) 稼働能力を十分活用しており、適宜状況把握または生活指導を行えば足りるケース 
(2) 高齢若しくは病状又は障害により就労は長期にわたり不可能であり、日常生活面に
おいて継続的指導を要せず、適宜状況把握または生活指導を行えば足りるケース 

(3) 要援護世帯ではあるが介護サービス等を利用し居宅生活を送っているケース 
Ｄケース（１年に１回以上訪問） 

(1) 長期入院により特に指導を必要としないケース 
(2) 生活扶助を目的とする施設又は介護施設に入所しているケース 
(3) 生活保護施設通所事業を利用しているケース 
参考 

１ 申請時等の訪問 

  保護の開始又は変更の申請等のあった場合は、申請書等を受理した日から１週間以内

に訪問し、実地に調査すること。 

２ 臨時訪問 

  次に掲げる場合については、臨時訪問を行うこと。 

 ア 申請により保護の変更を行う場合 

 イ 生業扶助により就労助成を行った場合 

 ウ 水道設備、電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合（事後確認） 

エ 保護が停止されている場合 

オ その他指導若しくは、助成又は調査の必要ある場合 
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平成２３年４月１日改正

格付 分類 世帯状況

（１）
稼働年齢層(１８～６４歳)で、稼働能力があるにもかかわらず、十分に
活用されていない者のいる世帯のうち、収入申告内容に疑義があるな
ど、生活実態に不明な点の多い世帯

（２）
生活実態が不明であり把握が困難な世帯
又は、生活の変動が激しく常時生活状況を把握する必要がある世帯

（３）
傷病を理由に保護を受けているにも関わらず、療養状況に著しく問題の
ある世帯

（４）
関係機関に繋げるなど、積極的な指導援助を行うため、常時生活状況を
把握する必要がある世帯

（１）

稼働年齢層(１８～６４歳)で、稼働能力があるにもかかわらず、十分に
活用されていない者のいる世帯【Ａ（１）に分類される世帯を除く】
（ア）就労していない者のいる世帯
（イ）就労はしているが増収・転職指導が必要な者のいる世帯
（ウ）就労阻害要因はあるが一定の能力活用が望まれる者のいる世帯
（エ）現在は就労不可であるが、近い将来、就労阻害要因が軽快すれば
　　　稼働能力を有すると認められる者のいる世帯

（２）療養は行っているが、療養態度等について指導が必要な者のいる世帯

（３）
近隣や関係機関等とのトラブル等生活実態に問題があり、継続的に指導
援助を要する世帯

（４）近い将来自立が見込まれる場合で、重点的に自立援助指導を要する世帯

（１）
安定した収入を得る等、稼働能力を十分活用しており、適宜状況把握ま
たは生活指導を行えば足りる世帯

（２）
高齢若しくは病状又は障害により就労は長期にわたり不可能であり、日
常生活面において継続的指導を要せず、適宜状況把握または生活指導を
行えば足りる世帯

（３）
要援護世帯ではあるが介護サービス等を利用し居宅生活を送っている世
帯

（１）長期入院により特に指導を必要としない世帯

（２）生活扶助を目的とする施設又は介護施設に入所している世帯

（３）生活保護施設通所事業を利用している世帯

参考
　１　申請時等の訪問
　　　保護の開始又は変更の申請等のあった場合は、申請書等を受理した日から１週間以内に訪問し、実地に調
　　査すること。
　２　臨時訪問
　　　次に掲げる場合については、臨時訪問を行うこと。
　　ア　申請により保護の変更を行う場合
　　イ　生業扶助により就労助成を行った場合
　　ウ　水道設備、伝統設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合（事後確認）
　　エ　保護が停止されている場合
　　オ　その他指導若しくは、助成又は調査の必要がある場合

Ｄ

※格付分類時の留意事項
　１　あくまで実態把握の必要性により、分類すること。なお、必要な指導は所内面接を含めて行うこと。
　２　世帯の状況の変化に応じて適宜格付を見直すこと。
　３　訪問不在の場合は再訪問により確実にフォローすること。
　４　上記の訪問頻度に関わらず、新規開始ケースは開始後１か月以内に居宅訪問を実施し、あらためて生活状
　　　況の確認と制度説明を行うこと。

１年に
１回以上

Ｃ

浜松市被保護世帯訪問格付基準表

Ａ

Ｂ

実態把握のため
の

訪問頻度

１か月に
１回以上

３か月に
１回以上

６か月に
１回以上
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イ ケース診断会議における検討結果を踏まえ、保護の要否、種類、程度及び方

法を決定し、申請者に対し書面をもって、通知する（法第24条第1項）。 

なお、申請者に対する通知は、申請日から 14 日以内にすることが原則であ

るが、調査に時間を要する等特別な理由がある場合には 30 日まで延ばすこと

ができるとされている（法第24条第3項）。 

 

ウ 保護開始が決定された場合には、被保護者に対する援助方針を策定し、保護

の目的達成に必要な指導又は指示をする。例としては、就職活動など就労に関

するもの、扶養義務者との交流に関するもの、高額家賃住居からの転居、自動

車等保有資産の処分などが挙げられる。 
 
（３）監査の方法 
 
  ア 監査の視点 
 

保護の要否を判断するためには、その前提として十分な調査を行う必要があ

る。 
また、十分な調査が行われたとしても、保護の要否の判断を誤るときには、

要保護者の生存権を侵害したり、不適切な公金の支出という事態を招きかねな

い。 
そのため、監査にあたって、①各調査が適切に行われているか、②保護の要

否の判断、保護開始時点の援助方針、訪問格付はそれぞれ適正に行われている

かという点に着目して、抽出した案件を検討した。 
 

  イ 抽出した案件 
 

平成 22 年 4 月に保護開始が決定された案件計 128 件（中区 61 件、東区 22

件、西区8件、南区21件、北区8件、浜北区5件、天竜区3件）を抽出した。 

 
（４）監査の結果 
 
  ア  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） 
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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。 
 

（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。 
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（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。 
 

（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
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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。 

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。 

 

（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。 
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  イ その他 

 

抽出した案件の中では、申請日から 14 日以内に保護の要否を申請者に通知

しているものはなく、すべて 30 日以内に通知していたが、調査事項が多岐に

わたる上、各調査に時間を要するという事情からすれば、やむを得ないものと

考える。 

  

 

３ 却下 

 

（１）概要 

 

保護の要件を満たさない場合及び保護の必要性が認められない場合は、保護の

申請が却下されることになる。局長通知第11－1－(2)も「要保護者が、自らの資

産能力その他扶養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認め

られる場合は、適切な助言指導を行なうものとし、要保護者がこれに従わないと

きは、保護の要件を欠くものとして、申請を却下すること。なお、要保護者が自

らの資産、能力等の活用により最低生活の需要を満たすことができると認められ

る場合には、保護を要しないものとして申請を却下すること。」としている。 

 

（２）監査の方法 

 

  ア 監査の視点 

 

申請者が助言指導に従わない場合や保護の必要性が認められない場合に申

請を却下することは妥当であるが、保護の必要性が認められるにも関わらず申

請を却下するときは、申請者の生活を根本的に脅かすことになりかねない。そ

こで、申請を却下した案件を抽出し、却下の判断が適切に行われているか否か

を検討した。 

 

  イ 抽出した案件 

 

平成22年度（平成22年 4月 1日～同23年 3月 31日）において却下が決定

された案件計40件（中区19件、東区5件、西区0件、南区3件、北区10件、

浜北区2件、天竜区1件）を抽出した。 
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（３）監査の結果 

 

ア 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。 

 

イ 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。 

 

なお、過去に年金を担保に借入をするとともに生活保護を受給し、その後に

保護廃止となった者が、再度年金を担保に借入をした後、保護の再申請をし、

却下となった案件があった。このような場合は、資産活用の要件を満たさない

ことを理由に、原則として生活保護を適用しないと解されていることから、却

下の判断は妥当である。 

 

 

４ 取り下げ 

 

（１）概要 

 

申請後であっても保護の要否が決定されるまでは、申請者は、理由の如何を問

わず保護の申請を取り下げることができる。 

 

（２）監査の方法 

 

ア 監査の視点 

 

理由の如何を問わないとはいえ、申請の取り下げは申請者の任意かつ真摯な

意思に基づくものでなければならない。そのため、申請が取り下げられた案件

を抽出し、取り下げに至る過程で市から申請者に対し不適切な働きかけが行わ

れていないか否かを検討することとした。 

 

イ 抽出した案件 

 

平成22年度（平成22年 4月 1日～同23年 3月 31日）において申請が取り
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下げられた案件計74件（中区42件、東区10件、西区8件、南区9件、北区3

件、浜北区1件、天竜区1件）を抽出した。 

 

 

（３）監査の結果 

 

ア  意  見  

   

（ア）取下書の徴求について 

 

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。 

 

イ その他 

 

（ア）抽出した事案における取り下げの理由としては、就労開始による収入増加、

親族等からの援助可能、自活可能な資産の判明、他管区への転出等が挙げら

れる。調査した範囲では、申請者に対する不当な働きかけと認められる行為

はなかった。 

 

（イ）内縁の妻がいる夫からの申請であるが、預貯金の照会により妻の旧姓名義

の預金として約50万円が判明したため、夫が「妻の預貯金を使って生活しま

す。」と理由を記載して取下書を提出した事案であるが（中区）、ケースファ

イルには「母が貯蓄したお金なので自分は使えない。全額母に返還し、口座

も解約するとのこと。返還・解約後に再申請すると考えられる。」との調査担



第５ 生活保護の開始手続 

 - 46 -  

当員のコメントが記載されている。この事案において、上記預貯金が実質は

妻の母のものと認定できるのであれば、調査段階で返金及び口座の解約を促

した上で申請手続を続けることも可能と思われる。しかし、妻の母の預貯金

であると認定できず、あくまで妻の預貯金であるならば、資産保有を理由と

して申請を却下することが相当な事案であるため、市が取り下げを促したと

しても問題はない。 

 

（ウ）母国に一時帰国した外国人が、再来日したら西区在住の妻に同居を拒否さ

れたため、中区に保護を申請した案件であるが、妻が居住する住宅の賃借人

名義が申請者であり、かつ妻について西区で生活保護が開始されているため、

中区での申請はできず西区への編入が相当との説明を受け、申請を取り下げ

ている。今後も妻が同居を拒み続け、住宅の名義変更にも時間を要するとい

うことになれば、西区においても世帯編入又は保護開始が困難かもしれない

ため、このような場合には今後の手続について適切な説明、助言がなされる

ことを期待する。 




