
平成23年度包括外部監査指摘事項等に係る対応

平成29年11月

浜    松    市

（生活保護に関する事務の執行について）



内　　　　　　容 件数

法令等に違反し、又は不当と認められるため、是正を求め
ること又は３Ｅ(経済性・効率性・有効性)の視点から、改
善を求めること。

20

「指摘」には当たらないが将来的に改善を検討することが
望ましいもの、又は包括外部監査人としての提言を述べる
もの

60

内　　　　　　容 件数

◎ 措置済
指摘事項に対して全所管課で、措置を講じたもの又は一部
について措置を講じたもの

20

― 非措置

指摘事項に対して、法令の趣旨等から措置できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど措置しな
いもの又は外部状況等により措置する必要がなくなったも
の

0

○ 対応済
意見事項に対して全所管課で、対応したもの又は一部につ
いて対応をしたもの

57

― 非対応

意見事項に対して、法令の趣旨等から対応できないもの、
制度の趣旨・費用等を鑑み現行が適当であるなど対応しな
いもの又は外部状況等により対応する必要がなくなったも
の

3

空欄 措置対応中
指摘又は意見事項に対して、措置又は対応を継続している
もの又は今後行う予定のもの

0

           措置欄（平成29年6月末現在）

区分

監査結果

区分

指摘

意見



1 意見 (ア) 預貯金の調査① 39 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

2 意見 (ア) 預貯金の調査② 40 浜北区社会福祉課 ○ Ｈ24

3 意見 (ア) 預貯金の調査③ 40 浜北区社会福祉課 ○ Ｈ24

4 意見 (ア) 預貯金の調査④ 40 西区社会福祉課 ○ Ｈ24

5 意見 (イ) 所有不動産の調査 40 中区社会福祉課 ○ Ｈ25

6 意見 (ウ) 世帯訪問調査 40
中区・天竜区
社会福祉課 ○ Ｈ24

7 意見 (エ) 扶養義務者に対する扶養照会 41 南区社会福祉課 ○ Ｈ24

8 意見 (オ) 重点的扶養能力調査対象者に対する調査 41
中区・東区・西区
社会福祉課 ○ Ｈ26

9 意見 (カ) ケース診断会議の出席者 41 東区社会福祉課 ○ Ｈ24

10 意見 (キ) 訪問格付の相当性① 41 南区社会福祉課 ○ Ｈ24

11 意見 (キ) 訪問格付の相当性② 42 南区社会福祉課 ○ Ｈ24

12 意見 (キ) 訪問格付の相当性③ 42 東区社会福祉課 ○ Ｈ24

13 意見 (キ) 訪問格付の相当性④ 42 南区社会福祉課 ○ Ｈ24

14 意見 (キ) 訪問格付の相当性⑤ 42 南区社会福祉課 ○ Ｈ24

15 意見 (ク)
債務を負担している被保護者に対する助言・
指導

42 中区社会福祉課 ○ Ｈ25

16 意見 (ア) 取下書の徴求について 45 浜北区社会福祉課 ○ Ｈ24

17 意見 (イ) 預貯金の取引履歴の調査について 45 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

18 指摘 現金受領書の添付について 49
西区・天竜区
社会福祉課 ◎ Ｈ24

19 意見 窓口での現金支払について 50
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

20 指摘 ア 訪問調査について 56
各区

社会福祉課 ◎ Ｈ25

区分主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

第５　生活保護の開始手続

２　調査及び要否判定

４　取り下げ

第６　生活保護費の支給手続

１　支給手続の流れ

２　支給状況

第７　開始後の調査及び指導指示業務



区分主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

21 指摘 イ 収入関係調査について 57
中区・東区・南区・
浜北区・天竜区
社会福祉課

◎ Ｈ25

22 意見 ア 訪問調査について 58 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

23 意見 イ 収入関係調査について 58 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

24 意見 ウ 求職活動励行の指導指示について 58
各区

社会福祉課 ○ Ｈ24

25 意見 エ 保有自動車の処分指導指示について（ア） 59
中区・東区・南区
社会福祉課 ○ Ｈ25

26 意見 エ 保有自動車の処分指導指示について（イ） 59 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

27 意見 エ 保有自動車の処分指導指示について（ウ） 59 天竜区社会福祉課 ○ Ｈ24

28 意見 オ 転居指導指示について 60 東区社会福祉課 ○ Ｈ24

29 意見 カ 債務整理に関する指導指示について 60 中区社会福祉課 ○ Ｈ25

30 意見 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

60
中区・西区
社会福祉課 ○ Ｈ24

31 意見 ク 地区担当員の変更の際の正確な引継について 61 南区社会福祉課 ○ Ｈ25

32 指摘 (ア) 移送費について 71
中区・西区
社会福祉課 ◎ Ｈ24

33 指摘 (イ) 頻回受診に対する三者協議の開催について 71
東区・西区・南区・
北区・浜北区・天竜区

社会福祉課
◎ Ｈ24

34 意見 (ア) 医療事務担当者について 72
各区

社会福祉課 ○ Ｈ27

35 意見 (イ) 電子レセプトの活用について 72
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

36 指摘
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

74
各区

社会福祉課 ◎ Ｈ25

37 指摘 (ア) 債権管理台帳 89
各区

社会福祉課 ◎ Ｈ25

38 指摘 (イ) ケースファイルの引渡し 89
東区・西区・南区
社会福祉課 ◎ Ｈ25

39 指摘 (ウ) 債務者名義 90
東区・南区
社会福祉課 ◎ Ｈ25

40 指摘 (エ) 延滞利息 90 福祉総務課 ◎ Ｈ24

41 指摘 (ア) 生活保護再開時の対応 90 南区社会福祉課 ◎ Ｈ24

42 指摘 (イ) 扶養義務者への照会 90 中区社会福祉課 ◎ Ｈ25

第８　医療扶助と介護扶助

１　医療扶助

２　介護扶助

第９　生活保護費の返還と徴収及びその債権管理

ア　債権管理の制度及び運用

イ　保護開始時の管理・予防



区分主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

43 指摘 土地売却時の計算 91 中区社会福祉課 ◎ Ｈ25

44 指摘 (ア) 法第78条徴収金の計算方法 91

福祉総務課
中区・東区・西区・
南区・浜北区
社会福祉課

◎ Ｈ25

45 指摘 (イ) 不正受給額の算定の誤計算 92 西区社会福祉課 ◎ Ｈ25

46 指摘 合併前における未調定債権 92 浜北区社会福祉課 ◎ Ｈ24

47 意見 (ア) 調定額ではなく債権額での把握 92 福祉総務課 ― Ｈ27

48 意見 (イ) 人単位の債権管理 93
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

49 意見 (ウ) 督促状及び納入催告書の管理 93
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ26

50 意見 (エ)
公示送達・強制執行・徴収停止・債務免除・
不納欠損

94
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ25

51 意見 (オ) 法第63条と法第78条の適用 94
中区・北区・浜北区

社会福祉課 ○ Ｈ25

52 意見 (ア) 年金受給権の把握 94
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ25

53 意見 (イ) 被保護世帯の格付 95
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ25

54 意見 (ウ) 保護開始時の負債について 95
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

55 意見 (エ) 保護申請時に所有している車両等の処分 96
中区・北区
社会福祉課 ○ Ｈ25

56 意見 (ア) 不正就労の把握 96
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ25

57 意見 (イ) 給与資料等の改ざんを行った者への対応 96 中区社会福祉課 ○ Ｈ24

58 意見 (ウ) 保険金の確認 97
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

59 意見 (エ) 口座振替と窓口支給 97
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

60 意見 (オ) 不正受給常習者への対応 98
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

61 意見 (ア) 時効の管理 98
東区・南区
社会福祉課 ○ Ｈ25

62 意見 (イ) 生活保護廃止後の債権管理 98
各区

社会福祉課 ○ Ｈ25

ウ　保護継続中の管理・予防・早期発見

エ　生活保護廃止後の管理・不納欠損処理

エ　不正受給発生後の管理

オ　生活保護廃止後の管理・不納欠損処理

ア　債権管理の制度及び運用

イ　保護開始時の管理・予防

ウ　保護継続中の管理・予防・早期発見



区分主管課
措置等
決定年度

№
報告書
の頁

監査
結果

監査項目

63 意見 (ウ) 債権回収対策課移行後の管理 99 福祉総務課 ― Ｈ27

64 意見 (エ) 不納欠損処理 99
各区

社会福祉課 ○ Ｈ24

65 意見 ア 保護廃止の判断 101 南区社会福祉課 ○ Ｈ25

66 意見 イ ケースファイルへの記録 101 南区社会福祉課 ○ Ｈ25

67 指摘 処分決定通知書の送達日について 104
各区

社会福祉課 ◎ Ｈ26

68 意見 保護変更決定通知書の記載方法について 104
各区

社会福祉課 ○ Ｈ27

69 意見 民間施設給与等改善費加算について 110 福祉総務課 ○ Ｈ25

70 指摘 ア 多重債務解消支援プログラムについて 115 福祉総務課 ◎ Ｈ24

71 指摘 イ 就労支援相談員について 115 南区社会福祉課 ◎ Ｈ24

72 意見 ア 就労支援相談員について 115
南区・天竜区
社会福祉課 ○ Ｈ27

73 意見 イ 各種自立支援プログラムについて 115 福祉総務課 ○ Ｈ25

74 指摘 地区担当員の員数について 123
東区・西区・南区
社会福祉課 ◎ Ｈ25

75 意見 ア 新規採用職員の現業員としての補職について 123
中区・東区・西区
社会福祉課 ○ Ｈ25

76 意見 イ 査察指導員等の現業員経験について 124
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ26

77 意見 ウ 社会福祉主事の資格について 124
各区

社会福祉課 ○ Ｈ26

78 意見 エ 現業員の専門的資格について 124
各区

社会福祉課 ○ Ｈ29

79 意見 オ 現業員の在職年数について 124
各区

社会福祉課 ― Ｈ27

80 意見 カ 職員のメンタルヘルス・ケアについて 125
福祉総務課

各区社会福祉課 ○ Ｈ25

第13　自立支援プログラム

第14　各区福祉事務所及び職員の状況

第10　生活保護の停・廃止

第11　不服申立制度

第12　施設保護



№１
監査内容 39

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

申請後、預貯金照会が速やかに行われるよう、保護要否診
断会議で、照会回答書の有無等を確認することとしました。
この会議において、これらの書類の不備を発見した場合

は、査察指導員が調査担当者に調査実施の有無を確認し、未
照会の場合は速やかに調査するよう指導しています。 ○ 平成24年度

№２
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

浜北区・社会福祉課

浜北区においては、平成23年8月から、生活保護申請から
１週間以内に、金融機関の預貯金照会を実施しています。預
貯金照会の調査実施の有無は査察指導員が確実にチェックし
進行管理を行っています。

○ 平成24年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【（ア）預貯金の調査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）について、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。

【（ア）預貯金の調査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）について、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。

対応方針



№３
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

浜北区・社会福祉課

本件については、平成23年度に再調査を実施し申請者本人
の口座であることを確認しました。また今回の指摘を受けて
銀行からの情報提供により申請者名義の預貯金の可能性があ
る場合には、確実に調査を実施し調査漏れが生じないように
職場全体に徹底しました。なお、預貯金照会に際しては、前
住所も記載して調査することも、職場全体に徹底しました。

○ 平成24年度

№４
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

西区・社会福祉課

本件は金融機関への預貯金照会が遅れたため、調査員から
地区担当者に適切に回答書が引き継がれていなかったもので
す。
今回のご意見を受け、直ちに調査員が所持していた関係書

類をケースファイルにファイリングするとともに、申請後、
速やかに調査を実施することと、責任を持って書類を引き継
ぐことについて査察指導員から改めて指示を行いました。
また、新規申請者の調査員と生活保護決定後のケースワー

カーを別の職員としていることが今回の事例発生の要因であ
ることから、申請者の居住する地区を担当するケースワー
カーが基本的には調査員となるように改善を図りました。
ただし、同一職員で対応できない場合は、調査員が責任を

持って地区担当者に書類を引き継ぐよう指導しています。

○ 平成24年度

【（ア）預貯金の調査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）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。

対応方針

対応方針

【（ア）預貯金の調査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）につい
て、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。

報告書の頁

報告書の頁



№５
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

この事案については、記録等に不備があったため、平成24
年5月末までに、以下（①～③）の行為を実施しました。
①平成24年3月28日に現地調査。２か所とも、現在、使用さ
れていないことを確認。
②平成24年5月17日に登記簿謄本を取り寄せ、当該不動産が
遺産分割未了であることを確認。
③平成24年5月29日、親族に、「当該不動産の現在の使用及
び管理状況、遺産分割協議を進めるために必要な成年後見人
申立ての進捗状況について報告してほしい」旨の手紙を送
付。共同相続人である親族に、申告されていた土地・建物の
ほかには遺産がない旨の回答を得ました。
今後は、「資産保有台帳」に登録した上で、継続して資産

活用について理解を求め、確認された不動産について引き続
き売却等の資産活用を指導してまいります。

○ 平成25年度

№６
監査内容 40

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区の事案については、新規調査記録の誤謬でしたので、
調査経過欄を修正しました。保護の開始の申請のあった場合
は、申請書を受理した日から１週間以内に、訪問による実地
調査を実施するよう改めて調査員に指導徹底しました。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

　天竜区の事案については、訪問日の記載漏れでしたので、
修正しました。
  再発を防止するため、平成24年3月から、ケースファイル
の「新規調査記録」に初回訪問年月日欄を設け、世帯訪問記
録を必ず記載するよう改善しました。
　また、申請書を受理してから、初回訪問を１週間以内に実
施するよう、改めて地区担当員に指導徹底しました。

○ 平成24年度

【（イ）所有不動産の調査】
　疾病により施設入所した者からの申請に係る事案（中区）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。

対応方針

対応方針

【（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。

報告書の頁

報告書の頁



№７
監査内容 41

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

この案件は、地区担当員が照会回答書を適切に保管してい
なかったため生じたものです。関係書類をケースファイルに
適切に綴り、対処しました。
今回の意見を受け、扶養義務者の扶養能力を調査すること

は、生活保護業務を実施する上で基本的な業務であることを
再認識し、扶養照会の実施とその結果を漏れなく記録（口頭
での回答を含め）するよう現業員へ指導しました。

○ 平成24年度

№８
監査内容 41

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区においては平成23年度から、保護開始申請時に管内に
居住する重点的扶養能力調査対象者が把握された場合には、
基本的には生活保護実施要領に基づき、実地調査を行うよう
徹底しました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

平成23年度までは、管内在住の重点扶養義務者に対する調
査については、要員不足のため書面でのみ調査を行っていま
した。
平成24年度になってケースワーカーが増員され体制整備が

図られたことから、生活保護実施要領に基づく訪問による実
地調査を確実に実施し、適切に記録を残すよう改善をしてま
いります。平成24年度中に実地調査できなかった21件のう
ち、廃止したケースなどを除いた13件については、平成25年
6月中に訪問調査を実施しました。

○ 平成26年度

西区・社会福祉課

管内在住の重点扶養義務者の実地調査及び扶養照会回答書
が返送されない場合の訪問調査について実施できていない
ケースが多かったため、ケースワーカーに訪問調査を指導徹
底してまいります。

○ 平成26年度

【（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。

対応方針

【（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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針



№９
監査内容 41

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

平成22年度に、調査員と課長補佐の２人だけで診断会議を
実施した案件が１件ありました。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では、会議構成員を地区担当
員（調査員）と、福祉事務所長、課長、課長補佐、査察指導
員のうち２人以上とされていることから、調査員の他に、要
綱の定めのとおり必ず２人以上が出席するよう指導徹底をし
ました。

○ 平成24年度

№10
監査内容 41

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

　訪問格付は、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、ケース診断会議において決定しております。
　この案件については、被保護者からの聴取や通院状況だけ
により判断したものであったため、再度検討した結果、就労
の阻害要件とはならないと判断し、訪問格付をＢからＡへ変
更しました。
　訪問格付は、被保護者からの聴取や通院状況だけでなく、
医療要否意見書や主治医からの聴取等情報を含め、総合的に
判断するよう、福祉事務所内で認識を統一しました。

○ 平成24年度

【（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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【（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。

対応方針



№11
監査内容 42

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

　訪問格付は、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、ケース診断会議において決定しております。
　この案件については、被保護者からの聴取や通院状況だけ
により判断したものであったため、再度検討した結果、就労
の阻害要件とはならないと判断し、訪問格付をＢからＡへ変
更しました。
　訪問格付は、被保護者からの聴取や通院状況だけでなく、
医療要否意見書や主治医からの聴取等情報を含め、総合的に
判断するよう、福祉事務所内で認識を統一しました。

○ 平成24年度

№12
監査内容 42

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

訪問格付は、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、ケース診断会議において決定しております。
この案件については、被保護者からの聴取や通院状況だけ

により判断したものであったため、再度検討した結果、就労
の阻害要件とはならないと判断し、訪問格付をＣからＢへ変
更しました。
訪問格付は、被保護者からの聴取や通院状況だけでなく、

医療要否意見書や主治医からの聴取等情報を含め、総合的に
判断するよう、福祉事務所内で認識を統一しました。

○ 平成24年度

【（キ）訪問格付の相当性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。

対応方針

【（キ）訪問格付の相当性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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№13
監査内容 42

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

　訪問格付は、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、ケース診断会議において決定しております。
　この案件については、被保護者からの聴取や通院状況だけ
により判断したものであったため、再度検討した結果、就労
の阻害要件とはならないと判断し、訪問格付をＢからＡへ変
更しました。
　訪問格付は、被保護者からの聴取や通院状況だけでなく、
医療要否意見書や主治医からの聴取等情報を含め、総合的に
判断するよう、福祉事務所内で認識を統一しました。

○ 平成24年度

№14
監査内容 42

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

　訪問格付は、「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、ケース診断会議において決定しております。
　この案件については、被保護者からの聴取や通院状況だけ
により判断したものであったため、再度検討した結果、就労
の阻害要件とはならないと判断し、訪問格付をＢからＡへ変
更しました。
　訪問格付は、被保護者からの聴取や通院状況だけでなく、
医療要否意見書や主治医からの聴取等情報を含め、総合的に
判断するよう、福祉事務所内で認識を統一しました。

○ 平成24年度

【（キ）訪問格付の相当性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。

対応方針

報告書の頁

【（キ）訪問格付の相当性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。

対応方針

報告書の頁



№15
監査内容 42

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見にあったケースについては、保護開始前に把握した
債務等について、弁護士等に相談するよう助言又は指導した
にもかかわらず、保護開始後、地区担当者による進捗状況の
確認が行われていませんでした。

地区担当者に、現状を調査し、浜松市多重債務解消支援プ
ログラムを活用するなど適切に助言・指導するとともに、記
録を残すことを指示しました。今後は、引き続き消費者金融
等の債務を抱えた者が保護を開始した場合には、保護開始後
も債務に関する助言、指導を継続することを徹底してまいり
ます。

○ 平成25年度

№16
監査内容 45

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

浜北区・社会福祉課

本件は、仕事が忙しくて来庁できないという理由で、電話
により、取り下げの意志確認をしたもので、トラブル防止の
ため、郵送により徴取すべきでした。

平成23年度からは、トラブル防止のため、基本としては申
請者に来庁を求めて取下書を確実に徴取することとし、来庁
できないとの申出があった場合には郵送等により取下書を徴
取することを徹底しました。

○ 平成24年度

対応方針

【（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、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。

対応方針

【（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。

報告書の頁

報告書の頁



№17
監査内容 45

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

申請時の預貯金に疑義がある場合、申請日現在の預貯金残
高照会だけではなく、過去の取引明細書などについても、引
き続き可能な範囲で照会するよう徹底をいたしました。面接
担当者が照会することが必要と判断した場合には、訪問調査
事前検討表に記載し、調査担当者に引き継ぎ、調査を実施し
ています。

○ 平成24年度

№18
監査内容 49

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

西区・社会福祉課

前渡金精算手続の際には現金受領書を添付して区振興課の
決裁を受けるよう変更しました。

◎ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

前渡金精算手続の際には現金受領書を添付して区振興課の
決裁を受けるよう変更しました。

◎ 平成24年度

対応方針

【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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【（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。



№19
監査内容 50

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

厚労省監査や本庁福祉総務課の指導を受けて本区では現業
員の手間や様々なリスクを排除するため、出来る限り窓口支
給から口座支払に変更するよう取り組んでおります。

特に今回の包括外部監査の意見を受け、平成24年3月から
は査察指導員が定期的に各ケースワーカーの窓口払いのリス
トを確認し、指示指導の必要がなくなったケースについては
口座払いに戻すよう徹底をしました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

窓口支給から口座支払へ出来る限り変更するよう取り組ん
でおりますが、特に平成24年度は、窓口での現金支払につい
ては、法第78条・法第63条の分割納付対象者又は特に生活指
導が必要なケースや新規開始ケースに限定することとしまし
た。

また、現金輸送時は、必ず２人以上で金融機関へ出向くな
ど細心の注意を払っています。今後も現業員の手間や様々な
リスクを排除するため、保護費の支給は口座支払を基本とし
て取り組み、窓口での現金支給の削減を徹底してまいりま
す。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

平成23年度には窓口で現金により支給する被保護者を初回
の生活保護受給者、返還金等の伴う被保護者、一部の生活指
導が必要な被保護者に限定し、窓口支給縮減を徹底しまし
た。

今後も現業員の手間や様々なリスクを排除するため、保護
費の支給は口座支払を基本として取り組んでまいります。

○ 平成24年度

南区・社会福祉課

新規受給者や徴収金返還金滞納ケースを除き、保護費の支給
は口座支払いに切り替え窓口支給の縮減に取り組んでまいりま
す。
また、現金の取扱いの様々なリスクを排除するため、必ず２人
以上の職員で実施するなど細心の注意を払ってまいります。 ○ 平成25年度

報告書の頁
【窓口での現金支払について】
　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、現金
仕分け作業に要する時間の削減や現金輸送のリスクを踏まえ、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。

対応方針



北区・社会福祉課

債権回収が滞っているケースや援助困難ケースなどケース
ワーカーの指示指導等が必要なケースについては窓口支給と
し、指示指導の結果、状況が改善した場合は、口座払いへ切
り替えるようにしました。

また、今回の意見を受け、平成24年3月から、査察指導員
が定期的に窓口払いリストを確認し、口座払いに切り替える
ことができるケースをチェックするようにしました。今後も
現業員の手間や様々なリスクを排除するため、保護費の支給
は口座支払を基本として取り組んでまいります。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

現金輸送のリスク軽減や現金仕分け作業に要する時間の削
減、現業員負荷の軽減を目的として、窓口支給を縮減し口座
支払いを基本とするよう取り組んでおります。

特に、平成23年度は、居宅を訪問し生活指導をすることを
基本とすることにより、生活指導を理由とした窓口での現金
支給を縮減しました。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

窓口での保護費の現金支給を被保護者への生活指導の機会
として捉えて活用してきた実態がありましたが、本庁監査や
今回の包括外部監査における指摘を受けて、平成23年度か
ら、訪問計画に基づいた被保護世帯への訪問によるケース
ワークを徹底し、窓口での生活指導を減らすことにより、現
金支給を削減しています。

今後も現業員の手間や様々なリスクを排除するため、保護
費の支給は口座支払を基本として取り組み、窓口での現金支
給の削減を徹底してまいります。

○ 平成24年度



№20
監査内容 56

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区では、訪問頻度の確保に向けた取り組みとして、平成
23年度は、Ａ･Ｂケースで半年以上、Ｃケースで1年以上未訪
問のケースに対し、重点的に未訪問をなくすよう組織的に取
り組み、その結果として未訪問ケースの解消をはかりまし
た。その上で訪問格付基準表に定められた訪問頻度を確保す
るために、査察指導員が訪問計画表を活用して現業員の訪問
調査活動の実施状況を進行管理することを徹底いたしまし
た。

なお、生活状況に変化があった時は、組織的に判断の上、
訪問格付基準表を基に実態に合う訪問計画に見直した上で、
訪問調査を実施してまいります。

◎ 平成25年度

東区・社会福祉課

新規調査案件については、各ケースワーカーに訪問記録の
添付を徹底し、査察指導員が訪問記録を確認し、進行管理を
行っています。

訪問調査の実施状況は改善してきていますが、訪問格付基
準表に定められた訪問頻度を確保するため、引き続き、査察
指導員の進行管理の下、年間訪問計画に沿った訪問調査を実
施していくこととしました。

◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘の案件５件のうち、２件は、被保護者世帯の世帯主
又は家族の方が、定期的に来庁されており、生活状況等を把
握していましたが、記録がされていませんでしたので、記録
に追記するとともに、世帯への訪問調査を実施することとし
ました。

残り３件は、監査後訪問調査を直ちに実施し、ケースファ
イルへ記録しました。（うち１件は、平成23年11月に管外へ
転居）

平成23年11月からは浜松市保護世帯訪問格付基準表に定め
られた訪問格付に基づき、訪問計画表を整備した上で、確実
に訪問調査を実施するとともに、訪問調査を実施した場合に
は、その結果を速やかにケースファイルに記載することを徹
底しました。

なお、訪問調査の実施状況の進行管理は、訪問計画表を活
用して査察指導員が実施しています。

◎ 平成24年度

報告書の頁
【ア　訪問調査について】
　「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」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。
　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）

対応方針



南区・社会福祉課

ご指摘の案件６件については、早速、訪問調査を実施し、
その結果をケースファイルに記録しました。

訪問調査は被保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反
映させることや、これに基づく自立を助長させるための指導
を行うことを目的としていることから、生活保護制度の根幹
となる業務であることを再認識し、訪問格付に基づく訪問計
画に沿った訪問調査を確実に実施することを現業員に徹底を
しました。

また、訪問実績については査察指導員が進行管理するとと
もに、定期的に福祉事務所長に報告をしてまいります。

◎ 平成25年度

北区・社会福祉課

訪問頻度の確保については、「浜松市被保護世帯訪問格付
基準表」に基づき訪問格付を行い、年間訪問計画を策定して
おりますが、ご指摘のとおり、訪問調査が実施出来ていない
ケースがありました。このことから、査察指導員が定期的に
実施状況をチェックし、訪問計画表に基づく確実な訪問調査
を実施することについて徹底をしました。また、訪問調査活
動の実施状況の進行管理は、査察指導員が訪問計画表を活用
して定期的に行うこととしました。

なお、被保護者の生活状況に変化があったときはケース診
断会議等を開催して組織的に訪問格付を検討し、訪問計画の
見直しを行い、被保護者の自立の助長を図ってまいります。

◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

浜北区の訪問調査活動を充実強化するため、平成23年8月
に担当職員１人を増員しました。

また、訪問計画表を査察指導員が定期的に確認することに
より訪問調査活動の進行管理を確実に行うよう徹底をいたし
ました。
これにより、訪問計画209件に対し訪問実績111件(53.1％)で
あったものが、訪問計画602件に対して訪問実績444件
(73.7％)に改善されました。

平成24年度からは、毎月１回、課内において課長以下職員
で業務進捗会議を開催し、訪問調査の実施状況の点検を実施
し、計画的な進捗管理を図ってまいります。今後においても
訪問頻度を確保するために「浜松市被保護者世帯訪問格付基
準表」に基づき適切に訪問格付を行い、年間訪問計画表に
沿った訪問調査活動を実施してまいります。

◎ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では平成23年度の天竜区福祉事務所の「生活保護業
務実施方針」に生活保護業務の柱として「訪問調査活動の充
実強化」を掲げ、訪問計画表に沿った訪問調査活動の確実な
実施に取り組んでおります。

具体的には、「浜松市被保護者世帯訪問格付基準表」に基
づき適切に訪問格付を行った上で年間訪問計画表を作成し、
査察指導員が現業員の訪問調査活動の進行管理を行っていま
す。この取組みにより、平成23年度中の訪問計画件数568件
に対して622件の訪問実績となっており、計画数を上回る訪
問頻度を確保しております。

◎ 平成24年度



№21
監査内容 57

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご指摘の２件の案件については、監査後、収入申告書の提
出を指導した結果、定期的に提出されるようになりました。

被保護者の中には意図的に提出しない者もいるため、必要
に応じ、法第27条による指導指示を行うとともに、指導した
内容・経過などをケース記録に確実に記載します。

なお、収入申告書の提出状況は、査察指導員の業務として
「就労・求職状況管理台帳」により定期的に確認することと
しております。

◎ 平成24年度

東区・社会福祉課

今回、指摘のあった案件については、直ちに被保護者に収
入申告書の提出を指導した結果、定期的に申告されることと
なりました。

収入申告は、被保護者の義務であり、保護の要否や程度を
判定する上で重要な資料であるため、生活保護実施要領に基
づき、就労阻害要因のない被保護者については、毎月、求職
活動状況申告書と収入申告書の提出を求めておりますが、定
期的に提出されない被保護者もあることから、対象世帯の提
出状況の点検を行いました。その上で、対象者には、毎月確
実に提出するよう指導しております。

なお、提出状況の進行管理は査察指導員が定期的に行って
おります。

◎ 平成24年度

南区・社会福祉課

ご指摘の３件の案件については、平成23年度内に必要な収
入申告書を徴取し、ケースファイルへ綴りました。

収入申告書は、保護の要否及び程度を決定する上で不可欠
な資料であることを再認識し、被保護者の生活状況に応じ、
決められた時期に徴取するよう現業員を指導しました。

また、査察指導員が決められた提出時期に収入申告書が徴
取されていることを確認することとしました。

◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

指摘があった収入申告書の未提出案件については、直ちに
被保護者に収入申告書の提出を指導した結果、定期的に申告
書が提出されるようになりました。

収入申告書の提出が必要な者については、訪問調査時、ま
たは、保護費の窓口交付時に、挙証資料を添付して収入申告
書を提出する義務があることを説明した上で、その提出を求
めていますが、提出漏れを防ぐために査察指導員が「就労・
求職状況管理台帳」を活用し、定期的に提出状況の確認をし
てまいります。

◎ 平成24年度

【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。

報告書の頁

対応方針



天竜区・社会福祉課

指摘があった収入申告書の未提出案件については、直ちに
被保護者に収入申告書の提出を指導した結果、定期的に申告
書が提出されるようになりました。

「収入申告は被保護者の義務であること」を、被保護者に
再度説明するとともに、就労可能と判断される者には毎月、
収入のない者には毎年７月に、一斉に、収入申告書を徴する
こととし、地区担当員に徹底しました。

また、「平成24年度 天竜区生活保護業務実施方針事業計
画」において、「収入申告書の徴収」を重点取組事項とし、
被保護者に繰り返し説明するとともに、徴集を徹底します。
また、提出状況については査察指導員が進行管理をしてまい
ります。

◎ 平成24年度



№22
監査内容 58

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

今回、訪問調査が実施出来ていないままに格付変更を行っ
たと指摘があったケースについては、訪問調査を実施し生活
実態を把握した中で訪問基準格付が適正であったのかどうか
確認をしました。また、平成23年度は未訪問をなくすよう重
点的に訪問調査を行っており、生活実態を把握しないままに
訪問基準格付変更を行ってしまうことがないようにしてきま
した。その結果、保護開始後、訪問調査がまったく実施され
ていないケースはありません。

なお、訪問格付けを変更する場合は、訪問調査などにより
生活実態を十分把握した上で行う必要があるため、査察指導
員が中心となって変更確認することとしました。

○ 平成24年度

№23
監査内容 58

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

今回、指摘のあった必要経費が申告されていない案件につ
いては、直ちに被保護者に必要経費を申告させることとしま
した。また、保護開始から相当期間が経過した後に、未申告
の預金口座が判明したケースは、入出金履歴の確認を速やか
に実施しました。

今回の指摘を受けて、自営業を営んでいるケースは、収入
申告の際に、必要経費等が分かる資料（家計簿や出納簿、領
収書等）を提出させるようケースワーカーに指示し、査察指
導員が確認しています。収入申告や資産申告に疑義のある
ケースは、訪問時に預金通帳を確認したり、取引明細照会を
金融機関に照会しています。

○ 平成24年度

【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、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【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。

対応方針



№24
監査内容 58

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

求人誌等の募集に頼っているだけの事例があったり、求職
活動報告書だけでは、実際の求職活動状況を把握することが
困難との意見を受けて、平成23年度からは就労支援の同意書
を被保護者から徴取した上で、地区担当員だけではなく就労
支援相談員（相談員３人）や国・県の就労支援事業等の相談
員、ナビゲーター、支援員が、面談や自宅訪問、ハローワー
ク等への同行訪問等を積極的に実施し、実効のある就労支援
を実施しています。
また、ケースワーカーは、訪問調査活動を充実強化する中

で、稼働能力のある被保護者に対して求職活動に関する指導
や助言を行っています。また、各事業者からの報告や相談員
との連携を通じて求職活動状況を把握するとともに、必要に
応じ直接指導も行っております。指導状況は順次ケース記録
に記載していますが、各事業者からの報告書や相談員の報告
書の提出が遅れていたためケース記録への記載が遅れたもの
もありました。求職活動状況報告書は、就労求職状況管理台
帳により提出状況を管理しています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

就労阻害要因のない人のいる世帯には世帯訪問を実施し、
稼働能力のある被保護者に対して求職活動に関する指導や助
言を行うこととしました。査察指導員は訪問記録の内容を確
認し、適切な助言指導や就労支援事業が活用されているか等
をチェックし、進行管理を行うこととしました。

○ 平成24年度

西区・社会福祉課

訪問調査活動を強化し、その際に、生活・心身の状況だけ
でなく、自立に向けての就労支援や生活改善指導を行うよ
う、ケースワーカーに指示しました。また、就労指導に当た
り、就労支援員の活用やハローワーク事業・県事業への参加
を勧めるよう指示しました。
今後も、就労支援員などと連携する中、被保護者の自立に

向けた指導等を積極的に進めます。

○ 平成24年度

南区・社会福祉課

訪問調査活動を訪問計画に沿って確実に実施することで強
化し、生活状況を把握するとともに、就労支援事業（就労支
援相談員事業、県委託事業、「福祉から就労」支援事業等）
を活用し、就労支援強化を図ることとしました。
また、査察指導員は、現業員に対し就労支援状況をケース

ファイルに記録し、査察指導員に回付することとしました。

○ 平成24年度

【ウ　求職活動励行の指導指示について】
　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。
　また、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、稼
働能力のある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）。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。

対応方針

報告書の頁



北区・社会福祉課

特に稼動能力を有する者に対しては、ケースワーカーによ
る訪問調査活動を強化するとともに、就労支援相談員による
面談やハローワーク等への同行を実施しました。また、地区
担当員と県受託事業者支援員が協力して、積極的に求職支援
を行いました。
今後も就労支援相談員や地区担当の訪問等により、求職状

況の確認と指導・支援を強化するとともに、求職活動状況報
告書の内容を把握し、求職活動を支援します。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

稼動能力のある被保護者に対しては、訪問格付基準表に基
づき毎月あるいは、３ヶ月に１回の訪問調査を確実に実施
し、求職活動に対する助言や指導を実施しております。
特に、被保護者に対する就労支援については、早期の支援が
効果的であるとの厚労省の調査結果があることから、新規保
護決定後１月以内程度で、就労支援相談員による就労指導を
始めています。
また、就労支援相談員による就労指導が終了した者につい

ては、地区担当員が訪問時に求職活動報告書を徴取し、就労
指導を行うとともに、その経過を記録するなど、就労支援相
談員との間で情報の共有化を図っています。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

天竜区は、他区のように就労支援相談員が配置されていな
いことから、ケースワーカーによる訪問調査活動を強化する
ことにより、稼動能力のある被保護者に対して求職活動の助
言や指導を行っています。
また、天竜区には、公共交通機関で浜松職業安定所浜北出

張所に行くのも困難な地域が多くあるため、県の就労支援事
業や職業安定所と連携して実施している「福祉から就労」支
援事業、パーソナルサポートセンター事業を活用し、求職活
動を支援しています。
平成24年度の「生活保護業務実施方針」では、「積極的な

就労支援」を重点的取組事項として、一層の就労支援に取り
組みます。

○ 平成24年度



№25
監査内容 59

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の３件について、自動車の処分状況を確認したとこ
ろ、２件は廃車手続きが完了していることを確認し、関係資
料を取り寄せケース記録に記載しました。残り１件は、千葉
県で親族が使用していることを確認し、関係資料を取り寄せ
ました。
また、ケースファイル中に、自動車処分の客観的な裏付け

資料が存在しない案件については、廃車されていることを確
認し、関係資料を取り寄せ、ケース記録に記載しました。
自動車の保有可否の取扱いについては、「自動車マニュア

ル」により、一時抹消及び最終的な処分の指導を行うとと
も、扶養義務者に名義変更された自動車についても、続的な
追跡調査を行い、最終処分を依頼するよう徹底します。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

自動車処分の取扱いについては、挙証資料を徴取するこ
と、挙証書類が存在しない場合は自宅訪問しケースワーカー
が確認すること、処分の内容をケース記録に残すこと、名義
変更ではなく原則処分することなど事務処理の統一を図り、
是正改善を行いました。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご意見の案件については、自動車検査証返納証明書（解体
済）を徴取し、現地確認を行うとともに、ケース記録に記載
しました。
自動車の保有及び使用は、原則認められていないものであ

りますので、自動車の所有、使用の事実が発覚した場合は、
「自動車マニュアル」により、一時抹消及び最終的な処分の
指導を行うととも、その処分を被保護者が確実に履行したこ
とを確認できる客観的資料の提出を求め、適切に記録するこ
とを徹底します。

○ 平成25年度

対応方針

報告書の頁
【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。



№26
監査内容 59

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

訪問調査時に確認された軽自動車について調査したとこ
ろ、別人物の所有する軽自動車であることが確認するととも
に、被保護者の使用を疑わせるような情報もありませんでし
た。
また、妻名義の自動車を姉名義に変更した車については、

車検証を徴取し、確実に名義が変更されたことと、資産価値
がないことを確認するとともに、実地調査を行い、被保護者
が自動車を使用していないことも確認いたしました。
自動車の保有可否の取扱いについては、「自動車マニュア

ル」により、一時抹消及び最終的な処分の指導を行うととも
に、扶養義務者に名義変更された自動車についても、継続的
な追跡調査を行い、最終処分を依頼するよう徹底します。

○ 平成24年度

№27
監査内容 59

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

天竜区・社会福祉課

　ご意見の案件ついては、早速、ケース診断会議を開催し、
本人に対し期限を定め自動車を処分するよう指導しました。
その後、本人の就労が決まりましたので、再度、ケース診断
会議を開催し検討した結果、生活保護実施要領及び本市の自
動車マニュアルの保有要件に合致すると判断し自動車保有を
容認しました。このケースは、現在、就労収入を得ているこ
とから、保護停止処分となっています。
　今後、同様のケースがあった場合には、ご意見のとおり、
適切に指導指示します。また、指導指示に従わない場合、必
要に応じて、法第62条による保護の変更・停止又は廃止を実
施します。

○ 平成24年度

【エ　保有自動車の処分指導指示について（イ）】
　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、被保護者の自動車保有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、自動車保有はないとする案件があった（中区）。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免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かについて、慎重に調査・確認をすることが望ましい。

対応方針

【エ　保有自動車の処分指導指示について（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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№28
監査内容 60

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

ケースワーカーは転居指導中のケースに対して、訪問時に
助言指導を行い、指導後の経過や転居事実を記録として残す
こととし、査察指導員はその進行管理を行うこととしまし
た。 ○ 平成24年度

№29
監査内容 60

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の案件については、地区担当者が、被保護者及び関
係機関等に、現在の債務状況を確認しました。その結果、債
務整理が終了していませんでしたので、援助方針に記載し、
「多重債務解消支援プログラム」を活用し継続的に指導する
ようにしました。
新規申請時に、消費者金融等に債務があり生活困窮に陥っ

たケースについては、面接担当者が訪問調査事前検討表にそ
の旨を明記します。新規調査担当者は、その検討表に基づ
き、調査を実施します。その結果、債務整理等手続きが必要
であることが判明した場合は、援助方針に記載し、地区担当
者に引き継いでいます。
今回、適切に引き継ぎ等ができていない案件が発覚しまし

たので、新規保護要否診断会議などにおいて、査察指導員が
中心となって債務状況の点検をすることとします。

○ 平成25年度

報告書の頁

報告書の頁

対応方針

【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。

対応方針

【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は、保護開始時点で、法テラスを案内
しているとされるが、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）。
　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
整理手続に未着手の場合には、引き続き法テラスへの相談を指導することが望まし
い。



№30
監査内容 60

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の案件については、被保護者に関係資料の提出を求
め、在留資格等を確認したところ、保護対象であることが確
認できました。また、ケースファイルに必要書類を添付しま
した。
外国籍の被保護者の全てについて再度確認したところ、関

係書類は適切に保管されており、在留期限切れにもかかわら
ず保護継続されていることはありません。なお、在留資格及
び在留期限は援助方針に記載して管理しています。
今後も、援助方針に基づき在留資格を管理し、在留資格の

更新手続きの２箇月前から更新を指導します。また、更新後
は、速やかに関係書類の提示を求め、ケースファイルに添付
するとともに、援助方針に新たな在留期限を記載するなど適
切に管理します。

○ 平成24年度

西区・社会福祉課

ご意見の案件については、入国管理局に問い合わせるとと
もに、被保護者に関係資料の提出を求め、在留資格があるこ
とを確認し、その結果を記録するとともに関係書類を保管し
ました。
なお、他の外国籍の被保護者の全てについて再度確認した

ところ、同様の事例はありませんでした。
今後、このようなことが起こらないよう、外国人の在留資

格・期限について、適切に確認するとともに、関係書類を保
管し、ケースファイルへ記録することを徹底します。

○ 平成24年度

報告書の頁
【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】
　外国人の保護は、適法な在留資格の維持が前提であり、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。
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
料に基づき正確な事実を確認することが望ましい。

対応方針



№31
監査内容 61

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

ご意見の案件については、日本年金機構に年金加入歴を照
会しました。その結果、加入期間はあるが受給要件に満たな
いことを確認いたしました。
被保護世帯毎の援助方針は、それぞれの生活状況を把握し

た上で必要な支援を決定したものであり、その内容が正確に
継承されていくことは重要です。
しかしながら、この件は、適切な引き継ぎが行われなかっ

たもので、今後、このようなことがないよう、ケース記録を
正しく整備し援助方針の引き継ぎが適切に行われるよう、査
察指導員を中心に管理します。

○ 平成25年度

報告書の頁
【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。

対応方針



№32
監査内容 71

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の案件については、平成24年2月7日に西区よりケー
ス移管を受けました。転院については、「居住地近隣の医療
機関に相談したところ、被保護者の病状と治療方法では受入
れできない」との引継ぎを受けました。
ケース移管後、他の医療機関２か箇所から医療移送費要否

意見書を徴取し、平成24年3月5日に、嘱託医（内科、精神
科）との３者協議を行ったところ、移送費の給付は必要と判
断されたため、認定し、その経緯をケース記録に記載しまし
た。
今後も、定期的に病状を把握し通院移送費の要否判定を協

議します。

◎ 平成24年度

西区・社会福祉課

ご意見の案件については、被保護者が神経内科とリハビリ
科へ受診中であったため、現在受診している主治医に相談し
たところ、「該当の診療科目であれば、当院でなくても可
能」との意見を受けました。しかし、新たな住所地の近くの
病院には、当該診療科目２科をもつ病院がありませんでし
た。このため、１回で２科を受診できる現在の病院が適当で
あると判断しました。
また、被保護者が、多額の移送費を一時立替することにつ

いても、生活が困窮しない範囲で可能であると判断しまし
た。
この件については、本庁による施行事務監査においても指

摘を受け、平成24年2月7日に、居住地である中区へケース記
録をまとめ、移管しました。
今回の件は、高額家賃の解消のみ図るため、被保護者の生

活状況等の把握を怠ったことが原因です。今後の転居指導に
ついては、被保護者の全体的な生活状況を十分に把握するな
ど適切な指導を行います。

◎ 平成24年度

報告書の頁
【（ア）移送費について】
　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の解消のため西区から中区
へ居住が移り、移送費が発生したが、給付方法が特例なため、中区への移管がされ
ていない。移送費給付に際して他の医療機関への転院が可能か十分な検討が行われ
ていたとはいえず、また特例的な給付方法が認められた経緯がケースファイルへ記
録されていなかった。
　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）

対応方針



№33
監査内容 71

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

医療担当は毎月、電子レセプトシステムを活用し、月15回
以上の受診者を抽出しています。月15回以上の受診が３箇月
以上継続する場合、ケースワーカーは、病院受診の適正性な
どを含めて、三者協議を積極的に活用することとしました。
三者協議の結果、頻回受診が認められた場合、対象者に対し
て、適切な受診指導を実施し、過剰な受診の抑制に努めるこ
ととしました。

◎ 平成24年度

西区・社会福祉課

電子レセプトにおいて頻回受診になる状況があれば、ケー
スワーカーへ連絡し、被保護者の状況把握と指導を事前に行
い、頻回受診については、三者協議にかけ、適切な受診指導
を実施し、過剰な受診の抑制に努めることとしました。

◎ 平成24年度

南区・社会福祉課

査察指導員は頻回受診、多重受診について、定期的に医療
担当が主となり該当するケースをピックアップし、現業員は
被保護者への聴取及び主治医の意見を確認し、状況を把握し
た後、嘱託医との三者協議を開催、その結果を頻回受診台帳
等へ記録し、進行管理を図ることとしました。

◎ 平成24年度

北区・社会福祉課

今回の指摘に基づき、全件調査したところ、頻回受診と見
られるケースがあったため、23年度中に、地区担当員が状況
を確認し、その必要性が認められなかった案件については、
受診回数を控えるよう指導しました。
その手法としては医療担当が電子レセプトシステムから抽

出した世帯について、現業員が該当者を聴取するとともに、
主治医の意見を確認し、状況によっては、三者協議を開催、
その結果に基づき指導することで、過剰受診を予防していま
す。

◎ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

医療担当が生活保護医療システムにより、頻回受診者を調
査し、発見したときは、現業員が被保護者へ状況を聴取し、
主治医の意見を確認した上で、三者協議会を開催します。ま
た、その実施状況を記録し、進行管理を図ることとしまし
た。

◎ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

ご指摘の件について、天竜区では、受診状況把握対象者
(同一月内に同一診療科目を15日以上受診している月が３ヶ
月以上続いている者)がいないため、頻回受診についての三
者協議実施の実績はありません。該当事案が発生した場合
は、地区担当員兼医療担当者が、嘱託医と協議することと
なっています。
また、レセプトや訪問活動から、頻回受診には該当しない

が、受診回数が多いケースについては、地区担当者と医療担
当者が相談し、必要に応じ、嘱託医の意見を伺っています。

◎ 平成24年度

【（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、中区以外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、天竜区のみの配属であることに起因し、特に中区の嘱託医は
東区、西区、南区、北区の嘱託医も兼ねていることから、中区以外は中区を経由し
て日程調整等を行うため、三者協議を行いにくい。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するケースも発生している。
　よって、頻回受診については地区担当員が被保護者へヒアリングし、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）

対応方針

報告書の頁



№34
監査内容 72

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区においては、以前より、医療担当と地区担当員を分離
した体制としています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

東区においては、平成22年度から、医療事務担当として非
常勤職員を配置し、医療事務と地区担当員の業務を分離して
います。 ○ 平成24年度

西区・社会福祉課

西区においては、医療事務は経理担当が対応しており、分
離業務となっています。

○ 平成24年度

南区・社会福祉課

非常勤職員に医療事務をすべて引き継ぎことが完了し、現
業員が医療事務に携わることがなくなりました。

○ 平成26年度

北区・社会福祉課

平成24年度から医療担当１人を地区担当とは別に配置しま
した。

○ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

浜北区においては、平成23年８月に、課内異動により、１
人増員し、医療事務担当者と地区担当員を分離しました。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

天竜区においては、被保護世帯が130世帯程度であり減少
傾向にあることから、現状の体制の中で地区担当員が医療事
務を兼務して実施していけると判断しております。また、地
区担当員以外の職員との２人体制で実施することとし、地区
担当員不在時には他の職員が医療券を発行するなどの体制を
整えました。

○ 平成27年度

【（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。

対応方針

報告書の頁



№35
監査内容 72

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、医療担当が月15回以上受診がある
ケースを、毎月抽出し、査察指導員とケースワーカーに回覧
しています。このうち、３箇月以上続くケースについては、
三者協議により嘱託医に要否を諮っています。
また、日々の医療券交付業務のシステム入力時に点検し、

同科多院受診が確認された場合は、医療担当者が担当ケース
ワーカーに状況を連絡しています。これを受け、担当ケース
ワーカーは、受診実態を調査、受診要否を検討するよう指導
するなど、継続的な確認を行っています。
今回の意見を受けて、日々の業務において点検・指導を行

うようにしました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご意見の件については、電子レセプトシステムを有効活用
し、頻回受診や多重受診を確認した場合、三者協議に諮って
適正な受診指導を行います。
また、頻回受診になる前の月15回以上の受診があるケース

についても、被保護者へ状況の聴取や必要な指導を実施し、
医療扶助の抑制に努めてまいります。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご意見の件については、医療担当が、電子レセプトを活用
し、定期的に頻回状況を確認します。
頻回状況が確認された場合は、主治医への協力依頼や三者

協議の開催、ケースワーカーとの連携により、被保護者を適
切に指導します。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご意見の件については、医療担当が医療システムを活用
し、毎月、頻回受診や多重受診を抽出し、三者協議開催等を
実施します。
地区担当員は、三者協議の実施内容をケース記録により査

察指導員へ報告し、被保護者に対しての実態確認及び必要な
指導を働きかけています。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

ご意見の件については、医療担当が電子レセプトを活用
し、毎月、月15回以上の受診ケースを抽出し、査察指導員と
地区担当へ報告することとしました。
また、地区担当は、被保護者の病状把握と主治医からの聴

取等を行い、適正受診等を指導しています。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

医療担当が生活保護医療システムにより、毎月、頻回受診
者を調査し、発見したときは、三者協議会を開催し、その実
施状況の記録により進行管理を図ることとしました。 ○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、現在、月15回以上の受診があるケースはあり
ません。
しかし、月に15回に至らないケースについても、日常の訪

問活動とレセプトから得た状況をもとに、地区担当員と医療
事務担当者が受診の多いケースについて確認し、状況を検討
しています。

○ 平成24年度

報告書の頁
【（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。

対応方針



№36
監査内容 74

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご指摘の件については、支払い期限があるため、期限内に
一旦支払い、その後の点検により過誤があったものを、翌月
以降に調整請求する方法としています。
中区においては、介護給付の請求内容の点検は紙ベースで

実施していましたが、平成24年6月からシステム活用が可能
となったため、介護給付費公費受給者別一覧表データと保護
システム入力データの照合を行い内容を精査しています。

◎ 平成25年度

東区・社会福祉課

ご指摘の件については、システム改修により平成24年６月
から介護給付費公費受給者別一覧表データと保護システム入
力データの照合を行うことが出来ることとなったため、シス
テムを活用して適性に内容を精査してまいります。

◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘の件については、平成24年６月からシステムの利用
ができるようになりましたので、介護給付費公費受給者別一
覧表データと保護システム入力データの照合を行います。 ◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご指摘の件については、介護担当が、システムを活用し介
護給付費公費受給者別データと保護システム入力データに基
づき、介護プランや介護券を参照し、自己負担額や請求内容
を確認するようにしました。
　また、介護給付費の精査も実施します。

◎ 平成25年度

北区・社会福祉課

ご指摘の件については、生活保護システムの改修により、
受給者別一覧表のデータ取り込みができるようになったた
め、一覧表による照合作業を行います。 ◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

ご指摘の件については、医療事務担当が介護給付費公費受
給者別一覧表データと保護システム入力データの照合を実施
しています。また、その記録を、地区担当者等に連絡し、適
切な事務処理を行います。

◎ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

今回のご指摘を受けて、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、医療担当者が介護給付費公費受給者別
一覧表データと保護システム入力データの照合しチェックす
ることにしました。

◎ 平成25年度

報告書の頁
【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】
　国民健康保険団体連合会からの請求書に基づく各区福祉事務所の支払業務につい
て、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、介護券が発行されてい
るものか、自己負担額まで請求されていないかは福祉事務所が検討すべきものであ
り、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。
　また、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、システム上、できるようになっていることからも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）

対応方針



№37
監査内容 89

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

「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」（平成22年10月6日付社援保発1006第１号
厚生労働省社会・援護局保護課長通知）及び福祉総務課が示
した債権管理マニュアルに基づき、平成24年5月から債権管
理担当が債権管理補助簿を作成し、コアらのグループウエ
ア・課内ライブラリに格納して、ケースワーカーから債権管
理連絡票により報告を受けた交渉記録を入力することとしま
した。
また、上記について債権管理担当者が取扱要領を作成し、

6月のグループ会議において生活保護グループの全職員に周
知しました。
さらに、年２回債権管理担当者が、交渉状況を点検し、未

交渉ケースについては担当査察指導員を通してケースワー
カーに交渉実施指導を行うとともに、査察指導員等は債権管
理補助簿を随時確認するなど、組織的に債権回収の進捗状況
を把握して適切な債権管理を行うようにしました。

◎ 平成25年度

東区・社会福祉課

債権管理台帳については、経理担当者がエクセルデータに
保管、債権毎に紙ベースで管理しています。債権管理台帳に
は、納入日、納入額を記入し、債権残額を記録しています
が、決裁処理は実施しておりませんでした。
台帳には、引き続き、必要な情報を網羅的に記載するとと

もに、組織的な債権管理を行うために、課内の決裁処理を
行ってまいります。

◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘の件については、債権管理台帳はありましたが、督
促・催告等は、通知文の写しを綴るだけの状況でした。
このため、何時、どのような手段で、相手に渡したかなど

の経緯を、地区担当員がケースファイルと債権管理台帳へ記
録するとともに、課長の決裁を受けることとしました。ま
た、債権管理台帳には、一連の経緯が分かるような記録にし
ました。

◎ 平成24年度

南区・社会福祉課

平成22年度以降に発生した債権について、債権管理台帳の
記録に不備（納付指導状況、交渉記録、徴収事務等）があり
ましたので、修正し、査察指導員が確認しました。
今後は、債権管理マニュアルに基づき、債権管理台帳への

記録や課長決裁など、適正な債権管理を行い、収納率の向上
を図ります。

◎ 平成25年度

報告書の頁
【（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）

対応方針



北区・社会福祉課

ご指摘の件については、経理担当者がデータを保管し、債
権毎に紙ベースで管理、納入日、納入額及び督促日等の情報
を記入し、債権残額を確認できるように管理しています。
今回の指摘により、債権管理台帳作成時に課内決裁を行う

こことしました。また、折衝状況等を補助簿に記載し、経理
担当と地区担当が情報を共有し、適切に債権を管理します。

◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

ご指摘の件については、督促状を発布したとき、経理担当
者が債権管理台帳に記載しています。また、催告をしたとき
は、地区担当員が債権管理補助簿に記載しています。
今後は、経理担当者が、債権管理状況確認簿に督促・催告

の実施状況を記載し、四半期毎に課長に報告します。 ◎ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

ご指摘の件については、債権管理台帳の補助簿に、「督促
及び催告等の経過」や履行延期(分割納付)の状況等ポイント
となる事項を記載することとしました。
また、納入通知書の発行の際には、債権管理台帳と債権管

理補助簿を添付し、納入状況の確認をし、課長の決裁をとっ
ています。
さらに、債権管理マニュアルに基づき、債権管理台帳や補

助簿で、経理担当と地区担当が情報を共有し、適正な債権管
理を行い、収納率の向上を図っています。

◎ 平成24年度



№38
監査内容 89

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

ご指摘の件については、平成23年の監査指摘時と、年度が
改まった平成24年4月に東区と本庁の地下文書倉庫を調査し
ましたが、該当するケースファイルを発見することが出来ま
せんでした。
いずれも保護廃止となった者のケースファイルであること

から、他の保護廃止者のケースファイルとともに保存期間の
５年が過ぎた後に廃棄処理されたものと考えております。
今後については、このような事態を繰り返さないように保

護廃止者であっても返還金や徴収金等の債務者については、
従来はケースファイルにそのまま綴っていた処分決定書類等
の債権関係書類や、必要な履歴については債権関係書類とし
て適切な管理を行ってまいります。

◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘の件については、平成23年の監査指摘時と、年度が
改まった平成24年6月に西区と本庁の地下文書倉庫を調査し
ましたが、該当するケースファイルを発見することが出来ま
せんでした。
いずれも保護廃止となった者のケースファイルであること

から、他の保護廃止者のケースファイルとともに保存期間の
５年が過ぎた後に廃棄処理されたものと考えております。
今後については、このような事態を繰り返さないように保

護廃止者であっても返還金や徴収金等の債務者については、
従来はケースファイルにそのまま綴っていた処分決定書類等
の債権関係書類や、必要な履歴については債権関係書類とし
て適切な管理を行ってまいります。

◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご指摘の件については、平成23年の監査指摘時と、年度が
改まった平成24年4月に南区と本庁の地下文書倉庫を調査し
ましたが、該当するケースファイルを発見することが出来ま
せんでした。
いずれも保護廃止となった者のケースファイルであること

から、他の保護廃止者のケースファイルとともに保存期間の
５年が過ぎた後に廃棄処理されたものと考えております。
今後については、このような事態を繰り返さないように保

護廃止者であっても返還金や徴収金等の債務者については、
従来はケースファイルにそのまま綴っていた処分決定書類等
の債権関係書類や、必要な履歴については債権関係書類とし
て適切な管理を行ってまいります。

◎ 平成25年度

【（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、資料の保管
場所の再度の調査が必要である。

対応方針

報告書の頁



№39
監査内容 90

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

返還義務は、原則として世帯主にありますが、ご指摘の件
については、世帯主が病気であり、本人の理解が得られない
ため、診断会議に諮り、不正受給をした世帯員名義で返還を
求めた事例がありました。
しかし、ご指摘のとおり不適切な取扱いであったことか

ら、福祉事務所でその取扱いを検討の上、債務者を世帯主名
義に変更するよう是正をしてまいります。
　なお、他には同様の案件は無いことを確認しております。

◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

　指摘の案件については、世帯主に債務者を変更しました。
債務者、返還額・徴収額の錯誤は、債権の法的効力を逸す

る重大な行為であることを認識し、今後は、ケース診断会議
で慎重に協議した上で、決定することを徹底しました。

◎ 平成24年度

№40
監査内容 90

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

ご指摘のとおり、生活保護受給者の返還金及び徴収金の遅
延利息については受給者に資力が無く徴収が困難であるとい
う実態があることから、「浜松市税外収入金の延滞金に関す
る条例」を改正し、生活保護受給者の延滞金の減免規定を設
けました。（平成23年11月議会議決、平成24年4月1日施行） ◎ 平成24年度

【（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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【（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）

対応方針



№41
監査内容 90

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

今回の指摘を受けて、再申請があった過去のケースを再確
認した結果、他には同様の事例はありませんでした。
資力がありながら過去の債務を返済しないままに保護申請

がなされた場合には、返済余力があるのかどうかについて社
会福祉課長、査察指導員、担当等の構成員で開催するケース
診断会議の場で十分な検討をし組織的に判断の上、決定する
よう福祉事務所内で認識を統一し、返済余力があると判断し
た場合には、申請者に返済を求めることを徹底しました。

◎ 平成24年度

№42
監査内容 90

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご指摘のとおり法定期限内に、照会結果が得られていない
案件がありましたが、適切に照会されていることを確認いた
しました。また、平成24年7月1日付けの一斉扶養照会時に扶
養照会対象者を再点検し、ＤＶなどの特別な理由がない限
り、申請者以外の親に対する扶養照会を確実に実施いたしま
した。
今後も生活保護実施要領に基づき、新規調査時に扶養照会

することが真に適当でないと認められるＤＶなどの特別な理
由がない限り、申請者以外の親に対する扶養照会を確実に実
施することを調査担当者に徹底しました。さらに調査漏れを
防止するために保護の要否を判断するケース診断会議開催時
に扶養照会の状況を確認することとしました。

◎ 平成25年度

【（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）

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

【（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）

対応方針



№43
監査内容 91

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご指摘のケースの控除額については、不動産取得費となっ
ていますが、以前の土地購入費を控除したものではなく、第
三者名義である土地を祖父が時効取得していたこととして主
が売却できるよう関係各者に要した費用であり、適切な処理
であったことを確認いたしました。また、他に同様の案件が
無いことも確認しました。
今後は、税務情報だけでなく被保護者及び関係機関より返

還額決定に必要な関係書類を確実に徴取し、返還額決定を行
います。

◎ 平成25年度

報告書の頁
【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）

対応方針



№44
監査内容 91

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

法第78条徴収金の必要経費の取扱いについては、保護の実
施要領では基本的には控除を適用すべきではなく、最小限の
実費として認められるのは社会保険料、所得税、労働組合
費、通勤費等が示されていますが、各区の取扱いが徹底され
ていないため、査察指導員会議や指導監査等を通じて適切な
取扱いの徹底を図ります。
なお、厚生労働省社会・援護局保護課から会計検査院の指

摘を受けて法第78条の適用及び法第63条の費用返還決定額の
算定について、平成24年度中に具体的な事務手続き等を示す
旨の連絡がありました。本庁としては厚労省からの取扱いの
指示を踏まえて債権の取扱いについて研修会等を開催すると
ともに、施行事務監査を通じて必要経費や控除の適切な取扱
いを各区に指示をしていきます。

◎ 平成25年度

中区・社会福祉課

中区では保護の実施要領に基づき、基本的には控除を適用
せず、最小限の実費として社会保険料、所得税、労働組合
費、通勤費等について認定しております。
今後も、必要最小限の実費の認定については、診断会議に

おいて挙証資料により確認できるもののみ認定することと
し、決裁時に再度経理担当が挙証資料の有無、内容の点検を
行い疑義がある場合は、診断会議に差戻し再検討するよう組
織的に点検を行い、統一された適切な処分決定を行ってまい
ります。

◎ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご指摘のとおり、東区では事務取扱が統一されていなかっ
たので、保護の実施要領に基づき適切な処理を行います。
また、法第78条適用事案については控除は認めず、必要最

小限の実費を除き、全額徴収対象とします。なお、法第63条
適用事案については、診断会議で控除適用の検討を行い、必
要に応じて控除を認めていますが、控除の適用の判断につい
ては、ケース記録に明記しています。

◎ 平成25年度

【（ア）法第78条徴収金の計算方法】
　法第78条適用の場合には、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
　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。

報告書の頁

対応方針



西区・社会福祉課

ご指摘のとおり、78条徴収金決定において、控除や経費の
対象有無が混在していたため、保護の実施要領に基づき、基
本的には控除を適用せずに、最小限の実費として社会保険
料、所得税、労働組合費、通勤費等のみを認めることとしま
した。
また、認定についてはケース診断会議を開催し判断をする

ことに改善をしました。さらに、控除適用又は不適用の判断
をケースファイル、債権管理台帳へ記録しています。

◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

生活保護法第78条徴収金額決定について、保護の実施要領
に基づき、基本的には控除を適用せずに、最小限の実費とし
て社会保険料、所得税、労働組合費、通勤費等のみを認める
ことを徹底してまいります。
また、その判断にはケース診断会議を活用し、ケースワー

カー個人の判断ではなく組織として判断してまいります。
◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

法78条の適用については、ケース診断会議を開催して、挙
証資料を確認した上で、保護の実施要領に基づき、必要最小
限の実費のみを適正に認定し、徴収決定しています。
また、必要最小限の実費認定につき、是正が必要なとき

は、ケース診断会議を開催して、是正決定し、査察指導員、
地区担当員、経理担当者で、その周知徹底を図ります。ま
た、ケースファイル及び債権管理台帳に記録します。

◎ 平成25年度



№45
監査内容 92

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

西区・社会福祉課

課全体で、計算方法の理解が不十分でありましたので、研
修等を実施します。さらに、統一された様式（返還算定基準
表）により返還金額を算出するとともに、他の担当者による
検算等も実施します。

◎ 平成25年度

№46
監査内容 92

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

浜北区・社会福祉課

適切な債権管理については、平成24年度浜松市生活保護業
務実施方針における重点取組事項として掲げ、毎月１回、課
内において課長以下職員で業務進捗会議を開催し、経理担当
者が提示した書類により、債権管理状況を点検し、債権管理
の進行管理を図ることとしました。 ◎ 平成24年度

【（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）

対応方針

対応方針

報告書の頁

報告書の頁
【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。



№47
監査内容 92

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

本市では、平成22年10月6日付け社援保発第1006号厚生労
働省社会・援護局保護課長通知に基づき、分割調停した際に
は当該年度調停分のみを国庫負担対象から控除する取扱いと
しており、債権総額による一括調整とすると当該年度の国庫
負担金の受入額が少なくなるという課題もあることから、当
面この取扱いを継続せざるを得ません。 ― 平成27年度

【（ア）調定額ではなく債権額での把握】
　分割納付の場合、１年間の入金予定額を調定額として計上しており、未回収債権
の合計額の把握が困難である。
　また納入通知書にもその月の納付額のみの記載であるため、債務者も、未納金額
や債務完済の残存期間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。

対応方針

報告書の頁



№48
監査内容 93

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、納付が時効を中断する手段の一つ
であることを踏まえ、債権管理担当者から担当ケースワー
カーに対し、納付書発行時に、滞納により時効を迎え向かえ
ないよう、発生時期の古い債権から納付指導するよう依頼し
ました。これを受け、ケースワーカーは、被保護者に対し、
指導を徹底しています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご意見の件については、同一世帯に複数回の延滞がある場
合、未収金残高を確認し、発生時期の古いものから消し込み
処理を行います。 ○ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご意見の件については、同一世帯に複数回の延滞がある場
合、未収金残高を確認し、発生時期の古いものから消し込み
処理を行います。 ○ 平成25年度

南区・社会福祉課

今回の意見を受けて、債務者ごとで未納額が確認できる資
料を作成しました。

福祉総務課から示された「債権管理事務について」に基づ
き、また徴収方法については、債権回収対策課主催の研修指
導を受けて債権管理事務を実施していますが、ご意見のとお
り、収納率向上のため、債務者、未納額、徴収額消込の方法
等については債務者ごとに管理し、発生時期の古いものから
消し込み処理を行います。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

債権管理台帳は事例単位で作成していますが、今回の監査
を受けて、調定・収入一覧表、年度別債権額一覧表等の補助
帳票も作成し、世帯単位の債権が把握できるようにしていま
す。また、納付については、発生時期の古いものから納入す
るよう担当ケースワーカーが指導をしています。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

浜北区においては、平成22年4月以前の事例についても、
債務承認書兼履行延期申請書を徴取しています。また、債権
管理担当者が同一人の債権残高を把握し債権管理台帳に記載
するため、地区担当員も把握しています。消込みの順番は、
毎月の返還額を債務者と折衝して決定した上で、発生時期の
古いものから消し込むこととします。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、現在、該当する事例はありませんが、同一世
帯に複数回の延滞がある場合には未収金残高を確認し、発生
時期の古いものから消し込み処理を行います。 ○ 平成24年度

【（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。
　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。

対応方針

報告書の頁



№49
監査内容 93

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

督促状については、当初の納入通知書の納期終了後20日以
内に送付する必要があります。しかし、送付が地区担当員の
独自の判断に任せられており、ご意見のとおり、未発送や未
渡しとなる恐れがあります。このため、全件の一括発送等に
ついて、福祉事務所の実態に合わせて指導します。

また、納入催告書については、督促状の設定期限から相当
の期間が経過しても履行されない場合において、債務者に返
済義務を自覚させ、滞納を防止するため、定期的に行うこと
としております。今後、厚労省からの不正受給への対応等に
関する通知を受けて債権管理マニュアルを改訂し、具体的な
取扱いを指導します。

発送等を網羅的に確認するため、債権管理台帳補助簿等に
より、適切に管理するよう債券管理研修会や指導監査等を通
じて指導･徹底します。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、督促状、催告状の発送・渡しを、
ケースワーカー任せにすることなく、債権管理補助簿を整備
し、未発送、見渡しがないように組織的に管理します。

また、納入催告書についても、滞納防止のために定期的に
実施をし、債権管理補助簿で管理をしてまいります。

○ 平成25年度

東区・社会福祉課

ご意見の件については 督促状や納入催告書の発送等の管
理を確実なものとするため、債権管理補助簿へ記録すること
とし、経緯を一括管理します。また、ケースワーカーは発送
状況をケース記録に記載し、課長までの決裁を得ることとし
まました。債権管理担当者は発送等を網羅的に確認するた
め、債権管理台帳補助簿等により、適切に管理します。査察
指導員は進行管理を行い、組織的な債権管理を実施します。
また、納入催告書の送付についても、滞納防止のために定期
的に実施してまいります。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

　督促状及び納入催告書の写しは記録されていますが、どの
ような方法で該当者へ渡っているかも具体的に記録すること
とし、また、送達年月日を各担当の台帳に記録し、経緯を一
括管理します。 ○ 平成26年度

南区・社会福祉課

督促状及び納入催告書の発送については、督促状、催告書
の作成を行う経理担当者、関係書類の発送や催告行為を行う
地区担当員が関与しておりますが、責任の所在を明確にし、
未発送、未渡しが発生しないように債権管理補助簿へ適切に
記録すること組織的に管理をしてまいります。

○ 平成25年度

報告書の頁
【（ウ）督促状及び納入催告書の管理】
　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の「納入催告書」の発送については、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。

対応方針



北区・社会福祉課

ご意見の件については、今までは、債権管理台帳に基づ
き、経理担当が督促状を作成し、地区担当に確認の上、発送
していました。また、経理担当は、督促状等の発行状況を債
権管理補助簿に記録し、査察指導員が、これを確認していま
した。このように随時閲覧可能な状態で管理することで、適
切に債権回収を管理していました。

今回の意見を受けて、組織的な管理を徹底するために債権
管理台帳等の作成時に課内決裁を行い、その後、管理台帳を
課内文書キャビネットに収納し、随時閲覧可能としました。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

ご意見の件については、督促状の発送は債権管理担当者が
行い、発送の記録もケースファイルに編綴し決裁を得ていま
す。このため、未発送、未渡しはありません。

催告書の発送が必要になったときは、地区担当員が発送
し、ケースファイルに編綴し、以上の経過を債権管理台帳及
び債権管理補助簿に記載します。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

納入通知書の作成、発送、納付の確認を経理(債権管理)担
当者が債権管理補助簿に記録し、査察指導員が進行管理をし
ています。

今回のご意見を受け、福祉事務所全体で、債権管理を進め
るよう改めて徹底をしました。

○ 平成24年度



№50
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

債権管理事務については、平成23年度には、福祉事務所に
おいて徴収停止や不納欠損を実施しました。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、公示送達など
の手続きを適切に実施するよう、債権管理研修会や指導監査
を通じて各福祉事務所を指導します。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度は、不納欠損処理（25
件）を実施しました。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成25年度

東区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度は、不納欠損処理（１
件）を実施しました。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度に、不納欠損処理（５
件）を実施しました。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度は、不納欠損処理（８
件）を実施しました。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成24年度

北区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度には、不納欠損処理
（２件）を実施しました。また、公示送達は該当案件があり
ませんでした。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度は、不納欠損処理と公
示送達は該当案件がありませんでした。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

ご意見の件については、平成23年度は、不納欠損処理と公
示送達は該当案件がありませんでした。

今後も、債権管理事務の適正化を図るため、福祉総務課の
指導に従い、公示送達などの手続きを適切に実施します。

○ 平成25年度

【（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。

対応方針

報告書の頁



№51
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

法第63条及び法第78条の適用については、ケース診断会議
を開催して、組織的に決定しておりますが、ご意見のとおり
判断の経緯について明確に記載されていない事例がありまし
たので、今回の指摘を受けて法第63条と法第78条の適用に際
しては、その具体的な内容を、ケース記録や診断会議記録票
に記載し、また、診断会議等で査察指導員が点検することし
ました。

今後は、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営するため
の手引きについて」(平成18年3月）が示す基準に基づいて実
施してまいります。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

年金遡及分については、法63条を適用する場合と被保護者
が申告を怠ったことにより法78条を適用する場合があります
が、判断の経緯や詳細が明確に記載されておりませんでした
ので、グループ会議を開催しそれぞれの個別事由について診
断会議記録票やケース記録に処分理由を明確に記載するよう
徹底をしました。

今後は、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営するため
の手引きについて」(平成18年3月）が示す基準に基づいて実
施してまいります。

○ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

法第63条及び法第78条の適用については、ケース診断会議
を開催して、組織的に決定しておりますが、ご意見のとおり
判断の経緯について明確に記載されていない事例がありまし
たので、今回の指摘を受けて課長以下で会議を開催して適用
内容を確認し、適用までの経緯や事由の明確な記載となるよ
う意思統一を図りました。

今後は、厚労省通知「生活保護行政を適正に運営するため
の手引きについて」(平成18年3月）が示す基準に基づいて実
施してまいります。

○ 平成25年度

対応方針

報告書の頁
【（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。



№52
監査内容 94

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

ご意見の件については、平成23年3月31日付けで、厚生労
働省から「年金制度及び不動産等の資産の活用の徹底につい
て」通知されています。この中で、個々の受給者の年金の加
入状況を確認するための「年金調査表」や、年金受給権の確
認と取得のための「年金加入状況管理進行表」の様式が示さ
れており、各福祉事務所に対し、これらの様式を活用して適
切に年金受給権を把握するよう指導しております。

今後、年金受給権を把握する取組みが各福祉事務所で適切
に実施されていることを、監査等を通じて確認します。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、申請時に年金加入記録の提出を求
め、年金受給権の有無を確認し、国から示された年金調査表
にその詳細を記載するとともに、年金加入状況進行管理表を
活用して適切に管理することを徹底してまいります。

なお、被保護者が受給権を有する場合は、年金申請時期を
把握し、援助方針に記載して申請指導を行っていますが、ご
意見のとおり、障害年金、遺族年金の受給については注意を
払い、ケース記録の決裁時に査察指導員を中心に、受給権の
有無を確認するよう指導徹底してまいります。

○ 平成25年度

東区・社会福祉課

年金受給権の把握ついては、福祉総務課の指導に従い、保
護開始時に年金受給権確認調査票を作成しています。これを
活用し、開始時の年金受給権の有無の確認や、年金受給の申
請手続時期などを援助方針に記録しておりますが、障害年
金、遺族年金の受給については保護開始後に受給権を新たに
得る場合もあることから、適切なケースワークにより受給権
の有無を確実に把握するよう指導徹底してまいります。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

受給資格の有無については、申請者に郵送される被保険者
記録照会回答票等の加入期間の分かる書類の提出を求め、確
認することにします。その上で厚生労働省通知「年金制度及
び不動産等の資産の活用の徹底等について」に基づき年金調
査表を作成しております。

また、年金受給期間に疑義がある場合は、国民年金機構へ
申請者が問い合わせをするように指導し、結果を聴取し記録
します。

障害年金可否については、主治医へ相談するように指導
し、その結果を適切に把握することを徹底してまいります。

○ 平成25年度

報告書の頁
【（ア）年金受給権の把握】
　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
　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。

対応方針



南区・社会福祉課

具体的には、申請時に年金加入記録の提出を求め、年金受
給権の有無を確認し、国から示された年金調査表にその詳細
を記載するとともに、年金加入状況進行管理表を活用して適
切に管理することを徹底してまいります。

障害年金、遺族年金の受給については保護開始後に受給権
を新たに得る場合もあることから、適切なケースワークによ
り受給権の有無を確実に把握するよう指導徹底してまいりま
す。

また、福祉事務所として変化する年金制度に対応すべく知
識を向上させ、的確な状況把握に努めてまいります。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

ご意見の件については 申請時に年金手帳、障害者手帳の
提示を求め、年金事務所への加入状況調査を行っています。
保護開始時には、年金受給権確認調査票を作成し、障害年金
や遺族年金の受給権の有無を確認するよう地区担当に指導し
ています。

また、年金加入状況管理進行表を作成し、将来の年金支給
時の対応等に活用しています。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

年金受給権の把握については、申請時に、年金特別便の提
示を求め、年金加入状況の確認をしています。

また、地区担当員が、60歳以下の者の年金調査表及び年金
加入状況管理進行表を作成、年金申請の進行管理を行ってい
ます。申請可能な年金がある場合は、地区担当員が指導する
とともに、ケースファイルに経過を記載しています。

なお、ご意見のあった障害年金、遺族年金の受給について
は保護開始後に受給権を新たに得る場合もあることから、適
切なケースワークにより受給権の有無を確実に把握するよう
指導徹底してまいります。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

ご意見の件については、生活保護申請時に、年金手帳や年
金特別便の提示を求め、年金加入状況等を確認しています。
加入状況に応じ、年金機構への照会や長寿保険課との相談を
通じ、申請者を指導しています。

また、年金加入状況管理進行表により、年金申請等の進行
管理を行っていますが、ご意見のとおり、障害年金、遺族年
金の受給については特に注意を払い、適切に受給権の有無を
確認するよう指導徹底してまいります。

○ 平成24年度



№53
監査内容 95

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

訪問格付けを検討するにあたって債権の回収促進の視点も
含めて格付けすることは、ご意見のとおり必要であり、現行
の格付基準表においても、稼動能力だけではなく世帯に対す
る指導援助の必要性により格付をすることが出来ることとし
ております。（例えば、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性がある世帯⇒Ａランク）

今後については、債権回収の視点も考慮し、現行の浜松市
被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断して格付けす
ることを各区に徹底をしていきます。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護
者についての訪問格付見直しについては、生活状況や納付状
況を把握した上で査察指導員と共に慎重に判断していきま
す。なお、今後は、債権回収の視点も考慮し、浜松市被保護
世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断して格付けすること
を徹底していきます。

○ 平成25年度

東区・社会福祉課

法第63条及び法第78条の適用者で未収金残高や不正受給が
多い対象者については、債権回収を促進する上で訪問頻度を
上げていくことは有効であると考えます。

不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護
者についての訪問格付見直しについては、債権回収の視点も
考慮し、浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に判
断して格付けすることを徹底していきます。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護
者についての訪問格付見直しについては、生活状況や納付状
況を把握した上で査察指導員と共に慎重に判断し、債権回収
の視点も盛り込んで浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づ
き的確に格付けすることを徹底していきます。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

生活保護費の不正受給については、社会的問題として取り
沙汰され、悪質な案件は犯罪として処分されるべきものであ
り、再発を防止するためには訪問調査が重要であると考えま
す。

不正受給による未収金残高や不正受給の回数が多い被保護
者についての訪問格付見直しについては、生活状況や納付状
況を把握した上で査察指導員と共に慎重に判断していきま
す。その上で債権回収の視点も考慮し、浜松市被保護世帯訪
問格付基準表に基づき的確に判断して格付けすることを徹底
していきます。

○ 平成25年度

報告書の頁
【（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。
　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。

対応方針



北区・社会福祉課

従来から、債権回収の視点も盛り込んで浜松市被保護世帯
訪問格付基準表に基づき的確に判断して格付けすることを徹
底しておりますが、今後においても不正受給による未収金残
高や不正受給の回数が多い被保護者についての訪問格付見直
しについては、生活状況や納付状況を把握した上で査察指導
員と共に慎重に判断していきます。その上で債権回収の視点
も考慮し、浜松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に
判断して格付けすることを徹底していきます。

○ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

浜北区では「浜松市被保護世帯訪問格付基準表」に基づ
き、稼動能力だけではなく、あくまで実態把握の必要性によ
り訪問格付けを分類しています。
今後においても、不正受給による未収金残高や不正受給の

回数が多い被保護者についての訪問格付見直しについては、
生活状況や納付状況を把握した上で査察指導員と共に慎重に
判断していきます。その上で、債権回収の視点も考慮し、浜
松市被保護世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断して格付
けすることを徹底していきます。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、法78条の対象となったケースでは浜松市被保
護世帯訪問格付基準表に基づき、生活状況の把握が進むこと
を期待し訪問頻度を上げております。
今後においても、債権回収の視点も考慮し、浜松市被保護

世帯訪問格付基準表に基づき的確に判断して格付けすること
を徹底していきます。

○ 平成24年度



№54
監査内容 95

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

債務整理について援助方針に記載し法テラスに相談するよ
う指導しても被保護者が指導に従わない場合は、中区に配置
している自立生活相談員に支援を依頼し、法テラスへ同行す
ることとし、債務整理の対策を強化しました。

○ 平成25年度

東区・社会福祉課

保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保
護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課から全
面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示されたこ
とから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等を活用
しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保
護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課から全
面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示されたこ
とから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等を活用
しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保
護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課から全
面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示されたこ
とから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等を活用
しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保
護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課から全
面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示されたこ
とから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等を活用
しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

保護開始時の負債は資産調査で把握しておりますが、被保
護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課から全
面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示されたこ
とから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等を活用
しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、相談の時点から、借入金の存在を確認したと
きには、法テラスを紹介しています。
被保護者の債務整理については平成24年6月に福祉総務課

から全面的に改正された多重債務解消支援プログラムが示さ
れたことから、今後は、このプログラムを活用し法テラス等
を活用しながら債務解消支援を行ってまいります。

○ 平成25年度

【（ウ）保護開始時の負債について】
　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。

対応方針

報告書の頁



№55
監査内容 96

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の件については、福祉総務課により示されている自
動車マニュアルにより一時抹消及び最終的な処分指導を行う
ととも共に、扶養義務者に名義変更された自動車については
継続的な追跡調査を行い、最終処分依頼を行ってまいりま
す。
今後においても、自動車マニュアルに基づき、適切に指導

徹底をしてまいります。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

ご意見の件については、グループ会議にて地区担当員に自
動車処分マニュアルによる処分指導の適正な取り扱いを指示
し、対象となる被保護者に使用（借用）禁止を厳正に指導し
ました。
保護申請時に保有する車の取扱については、原則、資産処

分を指導し、資産価値のない車両の親族等への譲渡について
は、被保護者宅への不意な訪問や生活実態調査により使用の
有無を確認しておりますが、グループ会議にて地区担当員に
自動車処分マニュアルによる処分指導の適正な取り扱いにつ
いて改めて徹底しました。

○ 平成24年度

【（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。

対応方針

報告書の頁



№56
監査内容 96

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

全件の調査を行ったことが確認できる内部統制制度につい
ては、平成22年度に改訂をした「課税状況調査事務マニュア
ル」において、既にその手法を各福祉事務所に会議を開催し
説明するとともに、監査時にも指導してきました。
具体的には査察指導員がケースワーカーが作成した対象者

リストをチェックするとともに、リストから削除する場合に
はその理由を記入して経過を残すこととし、また関係先調査
についても査察指導員が指示し進行管理を行なうなど、調査
漏れを防止するための手順を示しております。
しかし福祉事務所がマニュアルどおりに適切に実施出来て

いない実態があることから、説明会等を開催し再度、周知徹
底するとともに、指導監査を通じて課税状況調査の適切な実
施について確認をしていきます。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

中区では、平成23年度に改定された「課税状況調査事務マ
ニュアル」に基づき、ケースワーカーによる全件調査と査察
指導員による進行管理を行っています。
具体的には、廃止ケースを含めて全件を市民税台帳と照合

し、査察指導員が照合漏れがないか確認して、その上で、本
人申告額と市民税台帳の金額が異なるケースを「金額不整合
ケース一覧表」に搭載し、査察指導員が調査から返還徴収決
定まで進行管理を行うことにより調査漏れを防止していま
す。
また、不正就労の実態を早期発見する手段としての訪問調

査活動も計画的確実に実施しています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

不正就労の把握については、市民税課税調査が有効な手段
であるため、「課税状況調査事務マニュアル」に沿って、
ケースワーカーは全件調査を実施し、査察指導員はその進行
管理を行います。
また、不正就労の実態を早期発見するため訪問調査活動も

計画的確実に実施しています。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

生活保護申請時の収入申告の義務および違反時の罰則を説
明するとともに、格付けに伴う家庭訪問による被保護者の生
活実態および収入実態を把握し、疑義がある場合は通帳閲覧
等により確認します。
また、訪問時の調査による適切な指導が重要であることか

ら、訪問時の目的を確認し規定に基づく訪問をしていきま
す。

○ 平成25年度

対応方針

【（ア）不正就労の把握】
　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。

報告書の頁



南区・社会福祉課

不正受給額の中で不正就労が起因となる割合は高いことか
ら、課税調査は「課税調査事務マニュアル」に基づき、調査
漏れがないように査察指導員が進行管理を行い適切に実施し
ます。
また、訪問時の生活状況確認や預貯金状況調査を実施し、

特に訪問調査については、生活実態の把握のために確実に実
施します。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

課税状況調査については、課税状況調査事務マニュアルに
基づき、本庁より回送された課税突合データにより対象者全
件調査を行っています。調査結果については市民税台帳照合
確認表、不突合ケース一覧表等を地区担当から提出させ、査
察指導員が確認することで調査漏れを防いでいます。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

不正就労による収入については、預金通帳を閲覧すればあ
る程度把握できますが、定期的な閲覧等方法の検討が必要で
す。生活保護面接相談時において、収入申告の義務があるこ
との周知徹底を図り、説明を受けたことの同意書を徴取する
等、未申告を防いでいます。
また、訪問調査時においても、会社の封筒等発見したとき

は、収入申告するよう指導しています。課税状況調査事務マ
ニュアルどおり業務実施し、毎年９月に査察指導員が、地区
担当員が全件調査を実施したか点検し、進行管理を図ってい
ます。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、平成23年度に改定された「課税状況調査事務
マニュアル」に基づき、ケースワーカーによる全件調査と査
察指導員による進行管理を行うようにしていましたが、一部
に遺漏もありました。
ご意見を受け、査察指導員による進行管理とチェック、訪

問活動等による生活実態の把握や、疑義のある場合の預金通
帳の閲覧を徹底します。

○ 平成25年度



№57
監査内容 96

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

ご意見の件２件のうち１件については、改善を拒み、ケー
スワーカーとの連絡も絶ったため、法第27条により文書で改
善を指示しました。しかし、これにも従わなかったため、平
成20年12月1日に保護を廃止しました。
もう１件は、平成20年9月10日に法第78条の処分決定をし

ており、平成20年9月30日に法第27条により文書で改善を指
示しました。このケースは、その後、資料改ざんはなく、徴
収金も、分割納付にて毎月納めています。
なお、同様のケースがあるのか調査を行った結果、他には

見つけておりませんが、今後も被保護者から提出される資料
については慎重に確認をしてまいります。
また、悪質なケースを発見し、指導を行っても改善の兆し

がない場合には、法手続きに則った指導を行うとともに、必
要に応じ、保護の停止や廃止などを実施してまいります。

○ 平成24年度

対応方針

【（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）。
　被保護者は、保護の実施機関である浜松市から生活の維持、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。

報告書の頁



№58
監査内容 97

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

保険金については、保護申請時に保険契約の有無を申告さ
せるとともに、開始時調査で主要保険会社へ文書照会し、保
険契約がある場合は、ケース診断会議にて保有の可否の検討
を行い、その結果を援助方針に記載しています。記載に当
たっては、保有可の場合は満期返戻金額と入金時期、保有否
の場合は解約返戻金額と入金時期を合わせて記載していま
す。
返戻金額や入金時期等の資料は、本人に提出させています

が、提出されない場合は、ケースワーカーが保険会社に照会
して、援助方針に保険の活用および解約の状況を記載し、福
祉事務所が知らないままに生活保護受給者が返戻金等を受取
り費消してしまうことがないように、査察指導員が管理する
こととしました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

保険金については、保護申請時に保険契約の有無を申告さ
せるとともに、開始時調査で保険会社に照会し、解約返戻金
額や保険料額を確認し、保有の要否を判定しています。
保有を容認した場合、援助方針に記載し、保険事故発生時

の保険金入金情報の把握や、迅速な返還処理を行うこととし
ております。保有を否認した場合も、援助方針に記載し、す
みやかに資産活用指導を行い、解約金額の把握に努め、返還
手続を行うこととしています。
いずれの場合も、保険金や解約返戻金の入金時に適切に回

収できるよう、査察指導員が適切に管理します。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

被保護者の保険加入の有無と解約等については、保護申請
時に保険契約の有無を申告させるとともに、開始時調査で保
険会社に照会し、解約返戻金額や保険料額を確認し、調査し
ています。保険の継続は、診断会議にて検討しています。解
約指導については、結果を聴取し解約および返還金の証明写
しの提出を受けケースファイルへ綴っています。
返戻金額や入金時期等の資料は、本人に提出させますが、

提出されない場合は、ケースワーカーが保険会社に照会し
て、援助方針に保険の活用および解約の状況を記載し、福祉
事務所が知らないままに生活保護受給者が返戻金等を費消し
てしまうことがないように、査察指導員が適切に管理するこ
ととしました。

○ 平成25年度

対応方針

【（ウ）保険金の確認】
　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。

報告書の頁



南区・社会福祉課

被保護者の保険加入の有無と解約等については、保護申請
時に保険契約の有無を申告させるとともに、開始時調査で保
険会社に文書照会し、解約返戻金額や保険料額を調査してい
ます。保険契約がある場合は、ケース診断会議にて保有の可
否の検討を行い、その結果を援助方針に記載することとしま
した。記載に当たっては、保有可の場合は満期返戻金額と入
金時期、保有否の場合は解約返戻金額と入金時期を合わせて
記載します。
返戻金額や入金時期等の資料は、本人に提出させますが、

提出されない場合は、ケースワーカーが保険会社に照会し
て、援助方針に保険の活用および解約の状況を記載し、福祉
事務所が知らないままに生活保護受給者が返戻金等を費消し
てしまうことがないように、査察指導員が管理します。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

新規調査時に主要保険会社へ一斉文書照会し、保険契約の
有無について調査を行っています。解約返戻金がある場合又
は保有を容認した場合は、被保護者に対し手続きや報告義務
について周知徹底しています。
また、援助方針にもその旨を記載し、その後の指導経過に

ついてはケースファイルに記載するとともに、福祉事務所が
知らないままに生活保護受給者が返戻金等を費消してしまう
ことがないように、査察指導員が適切に管理しています。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

生活保護申請時に、生命保険会社18社に照会を実施し、生
命保険契約を把握しています。
また、生活保護相談時や生活保護申請時に、生命保険契約

の申告が必要なことを説明しています。また、生命保険契約
について受給者から申告があったり、福祉事務所がその事実
を把握したときは、ケース診断会議を開催し保有の可否を判
断し、必要に応じて解約指導を行うとともに、援助方針にも
その旨を記載し、その後の指導経過についてはケースファイ
ルに記載しています。
また、解約返戻金を受けたときの収入申告の必要性につい

ても、説明して、ケースファイルに記載し、福祉事務所が知
らないままに生活保護受給者が返戻金等を費消してしまうこ
とがないように、査察指導員が適切に管理しています。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

保護開始時に保険契約の有無の申告を求め、さらに、保険
会社に文書照会を行い、有無を確認しています。
有の場合は、保険内容を確認し、ケース診断会議で保有の可
否等の検討を行い、その結果を援助方針に記載しています。
また、解約返戻金を受けたときの収入申告の必要性につい

て被保護者に説明して、ケースファイルに記載しています。
さらに、入金されることになった場合は、事前に、保険会社
に入金額、時期について、電話などで照会しています。
福祉事務所が知らないままに生活保護受給者が返戻金等を

費消してしまうことがないように、査察指導員が進行管理を
しています。

○ 平成24年度



№59
監査内容 97

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

窓口支給から口座振替への変更は、現金取扱いのリスク軽
減や事務負担の軽減、現業員の詐取防止の観点から、全国的
に取り組んでいるところであり、本区でも推進をしておりま
す。しかし、窓口支給時の債権回収指導は効果が上がってい
ることから、今回のご指摘を受けて窓口支給から口座振替へ
の変更は、未回収残高がある場合、返還・徴収金の納入状況
を確認した上で、計画どおり納入されていて、今後も継続し
て計画的な納入が見込まれるケースに限り認めることとしま
した。
ただし、窓口支給により、受給者の就労に影響がある場合

には、ケース診断会議を活用するなどして、口座振替の必要
性を判断しています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご意見のとおり、今後は、未回収残高がある場合は、原則
として窓口支給とします。
ただし、①返還・徴収金が計画どおり納入されているこ

と、②今後も継続して計画的な納入が見込まれること、③生
活状況等に特に問題がないこと、などの条件を満たしている
場合に限り、口座振替への変更を認めることとします。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

債権回収対象者の中に口座振替になっている被保護者がい
ますが、これは、身体・精神障害、傷病等によりやむなく実
施しているものです。また、弁済は計画どおり納付されてい
ます。
被保護世帯に対しては福祉事務所として口座振替を推進し

ておりますが、債権回収対象世帯や問題世帯は窓口支給を原
則とします。しかし、被保護者の生活実態や返済状況により
変更をする場合は、ケースワーカーからの報告を受け実施す
ることとしています。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

窓口支給から口座振替への変更は、現金取扱いのリスク軽
減や事務負担の軽減、現業員の詐取防止の観点から、国の指
導に基づき全国的に取り組んでいるところであり、債権の未
回収残高の有無だけで判断すべきではないと考えますが、ご
意見のとおり、未回収残高がある場合の窓口支給から口座振
替への変更は債権回収の視点を盛り込んで慎重に取り扱って
まいります。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

就労等の状況や身体・精神障害、傷病等により口座振替を
継続しているケースもありますが、未回収残高がある場合に
窓口支給から口座支払いに変更することには慎重に対応して
います。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

浜北区においては、国の指導に従い口座振替を推進してお
りますが、未回収残高があって債権回収が滞っている被保護
者の場合には、原則として窓口支給にしています。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

　天竜区には、該当案件はありません。
今回の監査結果を受けて、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、査察指導員と地区担当員が協議
し、生活状況等を踏まえ慎重に判断するよう徹底しました。

○ 平成24年度

報告書の頁
【（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。

対応方針



№60
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

不正受給を繰返す悪質なケースについては、担当者だけで
なく査察指導員も含め、被保護者の生活状況等を適切に把握
するとともに、厳しく指導しています。
また、改善が見られない場合は、文書指示や保護の停止、

廃止など法律に則り処分します。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

不正受給常習者への対応は、ご指摘のとおり、訪問頻度を
強化するほか、完済までの窓口支給や預金通帳の提示(毎月)
など、不正受給の再発防止を徹底します。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

不正受給を繰り返す悪質なケースについては、ケースワー
カーが、より被保護者との連携を強化し徹底した指導をしま
す。特に家庭訪問を強化し生活状況を適切に把握する中で不
正受給の再発防止を徹底します。 ○ 平成25年度

南区・社会福祉課

不正受給への対応は生活保護法第27条に基づき、口頭や文
書による指導、悪質な場合は告発などの処分があります。
ご意見のとおり、不正受給を繰り返す悪質なケースについ

ては不正受給の再発を防ぐため、窓口支給等の実施や訪問指
導の強化など必要な対応を実施し再発防止を徹底してまいり
ます。

○ 平成25年度

北区・社会福祉課

不正受給の再発を防止するため、悪質なケースについて
は、完済までの窓口支給や適切な生活状況把握、厳しい指導
を実施しています。

○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

不正受給を繰り返しする者に未回収残高があるときは、窓
口支給にするとともに、訪問回数を増やし、収入申告の必要
性を説明するほか、ケースファイルに記録しています。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

　天竜区には　不正受給の常習者はいません。
しかし、世帯の状況を確実に把握する必要性のある者に対

しては、①窓口支給、②訪問回数の増加、③預金状況の調査
などを行っています。今回の監査結果を受けて、この取扱い
を地区担当員に徹底しました。

○ 平成24年度

報告書の頁

対応方針

【（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。



№61
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

ご意見の件については、督促状の送付や履行延期申請書の
受理についてのみを記録していたことから、時効に関する必
要な情報を該当する債権管理台帳及び補助簿に記録をしまし
た。
今後は、時効中断の理由・時期や時効完成の予定等、時効

に関する情報を適宜、記録します。
○ 平成25年度

南区・社会福祉課

ご意見の件については、督促状の送付や履行延期申請書の
受理についてのみを記録していたことから、時効に関する必
要な情報を該当する債権管理台帳及び補助簿に記録をしまし
た。
今後は、時効中断の理由・時期や時効完成の予定等、時効

に関する情報を適宜、記録します。
○ 平成25年度

報告書の頁

対応方針

【（ア）時効の管理】
　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、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。



№62
監査内容 98

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
債権管理台帳補助簿を作成し交渉記録等を管理する中で回

収困難ケースと判断するケースが発生した場合は、債権回収
対策課による回収困難ケースの対応ノウハウを参考として、
適切な納付指導に努めています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
債権回収にかかる交渉記録等を管理する中で、回収困難

ケースと判断するケースが発生した場合、債権回収対策課に
よる回収困難ケースの対応ノウハウを参考として、適切な納
付指導に努めています。

○ 平成24年度

西区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
生活保護廃止後の債権回収の困難ケースについては、廃止

時に係わったケースワーカーを債権回収担当として定め、経
理担当との連携を図るとともに債権回収対策課による回収困
難ケースの対応ノウハウを参考として、適切な納付指導に努
めます。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
債権管理台帳補助簿を作成し交渉記録等を管理する中で回

収困難ケースと判断するケースが発生した場合は、債権回収
対策課による回収困難ケースの対応ノウハウを参考として、
適切な納付指導に努めています。

○ 平成24年度

北区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
返還・徴収が終了しない前に生活保護廃止となったケース

については、債権管理台帳に状況を記載し、管理担当を明確
にして適切な管理を行います。債権回収対策課による回収困
難ケースの対応ノウハウを参考として、適切な納付指導に努
めています。

○ 平成25年度

報告書の頁
【（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。

対応方針



浜北区・社会福祉課

浜北区においては、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ったケースについては、債権管理担当
者が催告を実施し、以後の経過を債権管理台帳及び債券管理
補助簿に記載するとともに、課長まで報告して組織的に管理
しています。
また、回収に向けては債権回収対策課の指導を受けなが

ら、適正かつ早期回収を図りるよう努めていきます。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

平成23年度においては、１年間の期限付きではあります
が、生活保護廃止世帯の中で債権回収困難と判断されたケー
スの債権回収対策課への移管を実施しました。
債権管理台帳補助簿を作成し交渉記録等を管理する中で回

収困難ケースと判断するケースが発生した場合は、債権回収
対策課による回収困難ケースの対応ノウハウを参考として、
適切な納付指導に努めています。

○ 平成24年度



№63
監査内容 99

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

　収納対策課への債権移管については１年限りであり、収納
対策課との「債権回収業務の引継ぎにおける取決め事項」の
中で、納付書は主管課所定の納付書を使用するとともに収入
は直接主管課の歳入とすることが債権移管のルールとして定
められているものです。 ― 平成27年度

報告書の頁
【（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。また移行後、1年経過したものは、担当課に戻ることが予定されており、
1年間での債権回収対策課の成果が注目される。
　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。

対応方針



№64
監査内容 99

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

今回のご意見を受けて、平成23年度に時効が完成した債権
の不納欠損処理を行いました。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

東区・社会福祉課

今回のご意見を受けて、平成23年度に時効が完成した債権
の不納欠損処理を行いました。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

西区・社会福祉課

今回のご意見を受けて、平成23年度に時効が完成した債権
の不納欠損処理を行いました。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

南区・社会福祉課

今回のご意見を受けて、平成23年度に時効が完成した債権
の不納欠損処理を行いました。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

北区・社会福祉課

今回のご意見を受けて、平成23年度に時効が完成した債権
の不納欠損処理を行いました。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

浜北区・社会福祉課

平成23年度は、不納欠損処理すべき債権は発生しませんで
した。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

平成23年度は、不納欠損処理すべき債権は発生しませんで
した。
今後においては、回収不能と判断される債権については、

債権管理マニュアルに基づき適切に処理をしてまいります。 ○ 平成24年度

報告書の頁
【（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）。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。

対応方針



№65
監査内容 101

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

ご意見の件については、対象者の状況から今回は６箇月を
超えて保護を要しない状態が続くと判断し、保護の停止では
なく、廃止を決定したものです。しかしながら、結果として
保護廃止の翌月に保護再開の申請があったことから、生活状
況の経過を観察する必要があったと考えます。
生活保護手帳の保護の停止又は廃止の取扱い基準にも、

「その状態が今後継続する確実性を考慮すべき」とあり、今
後、処分の決定に当たっては、十分、検討し判断します。

○ 平成25年度

№66
監査内容 101

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

ご意見の件については、対象者全員が出国している事実を
確認し、ケースファイルに記録しました。
ご意見のとおり、事実を明確に確認した上で処分すべきで

あり、また、判断に必要な資料や具体的な内容を記録するこ
とが重要であると考えます。
今後は、このようなことを十分に考慮し、保護廃止と判断

した場合には、その事情を具体的かつ明確にケースファイル
に記録してまいります。

○ 平成25年度

報告書の頁

報告書の頁

【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。しかし、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。

対応方針

【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。

対応方針



№67
監査内容 104

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

処分決定通知書の控えを残す方法で対応していましたが、
今回の意見を受けて、ケースワーカーによる手交も含めて、
毎月、送信記録を付ける方法に変更します。
また、配達証明や普通郵便での一斉送達の実施についても

検討します。

◎ 平成25年度

東区・社会福祉課

ご指摘のとおり、保護変更決定通知等の処分決定通知につ
いては、審査請求期間の起算日となることを踏まえ、送達日
を特定することが必要であるため、毎月、発信記録を付けて
管理をしてまいります。

◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘のとおり、被保護者個々に関わる発行文書は、通知
書の写しを保管するとともに送付日等の情報を記録します。
また、通常送付される決定通知書等一括郵送となっている

ものも、どの決定通知書をいつ郵送したかといった情報を記
録します。

◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

保護変更決定通知等の処分決定通知については、審査請求
期間の起算日となり、送達日を特定することが必要でありま
す。保護変更決定通知書については、各ケースワーカーが郵
送発行控に発送者や発送日を記入したうえ、発送することと
しました。

◎ 平成26年度

北区・社会福祉課

ご指摘の件について検討した結果、生活保護システムに基
づき各担当毎に一覧を作成するとともに、処分決定通知書等
を一斉郵送した場合と開始・廃止通知書等を手交した場合の
発送情報を記録します。

◎ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

処分決定通知書の発送に当たり、発信記録をケースファイ
ルに編綴しています。また、法27条による文書は、被保護者
に面接して説明し、手交した上で、受領書を徴取し、ケース
ファイルに保管します。停止、廃止案件についても、発信記
録をケースファイルに編綴しています。

◎ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

保護変更決定通知書をまとめて送付しておりましたので、
発送日が明確でありませんでした。
今回のご指摘を受けて、通知等は処分決定の日に発送すべ

きものでありますので、そのように改めました。手交などの
場合は、受領書を徴し、ケースファイルに編綴し発送日を管
理しています。

◎ 平成24年度

報告書の頁
【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、どのような方法で送達されたのか記録上
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、上記審査請求期間の起
算日となることから、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、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）

対応方針



№68
監査内容 104

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

東区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

西区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

南区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

報告書の頁
【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。

対応方針



北区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

浜北区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度

天竜区・社会福祉課

生活保護決定通知書の基本様式については、国の「生活保
護法施行細則準則」で示されておりますが、本市の決定通知
書は国の準則で示された様式を基に、システム導入時に検討
し決定したものです。特に、国の基本様式では記載されてい
ない本人が実際に受け取る金額を明確に示し、決定理由欄を
大きくして理由を明確に示すこととしました。
今回の監査では、さらに分かりやすくするべきとのご意見

でありますので、市内統一書式であることから本庁福祉総務
課を通じ、システム業者と分りやすい記載方法を調査研究し
ていきます。

○ 平成27年度



№69
監査内容 110

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

公設で指定管理者で運営している生活保護救護施設に対す
る民間施設給与改善費の取り扱いについては、静岡市で平成
23年度から民間給与改善費を適用しており、本市においても
平成24年度の施設事務費から民間施設給与等改善費加算につ
いて認定するよう改善をしていきます。 ○ 平成25年度

№70
監査内容 115

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

法テラス事務局に直接、指導を受け、最新の情報に基づく
実効性のあるプログラムとして改訂を行いました。
６月開催の査察指導員会議で改訂後のプログラムの説明を

行いました。

◎ 平成24年度

対応方針

報告書の頁

報告書の頁

【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。

【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、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）

対応方針



№71
監査内容 115

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

平成24年4月から就労支援相談員２人（外国人向就労支援
相談員を含む）を配置し、欠員を補充しました。

◎ 平成24年度

№72
監査内容 115

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

南区・社会福祉課

平成24年４月から外国人向就労支援相談員１人を配置し、
欠員を補充しました。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

天竜区は、山間地が多く公共交通機関が十分に整備されて
いなため、職業安定所浜北出張所へ行くのも困難な地域があ
り、生活保護受給者の自助努力だけでは十分な就労活動が出
来ない状況にあります。一方、本区の生活保護世帯は、平成
23年度と比較すると160世帯から130世帯に、そのうち「その
他世帯」は32世帯から30世帯と減少傾向にあります。このた
め、国が示す「その他世帯」130世帯に１人の就労支援相談
員という標準配置数には遠く及ばず増員は困難な状況です。

就労支援員はケースワーカーの業務を補完するためのもの
であり、本区においてはケースワーカーを中心としてパーソ
ナル･サポート・サービス事業やハローワークの巡回相談を
有効活用しながら、稼動能力のある生活保護受給者の就労支
援を実施してまいります。

― 平成27年度

【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。

対応方針

【ア　就労支援相談員について】
　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。

報告書の頁

報告書の頁

対応方針



№73
監査内容 115

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

ご意見のとおり、生活保護の受給対象者毎に、細分化した
具体的な支援や実施方法を定めることは、現業員事務の平準
化につながることから、その必要性があるものと考えていま
す。

他都市の事例を参考に、本市の自立支援プログラムを策定
します。

○ 平成25年度

№74
監査内容 123

指摘

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

東区・社会福祉課

東区では、平成24年度からケースワーカーを２人増員配置
し、担当ケース数を一人当たり概ね80世帯を受け持つことと
し、是正改善を行いました。 ◎ 平成25年度

西区・社会福祉課

　平成24年７月から職員の事務分担を変更し、生活保護現
業員１人の増員により６人の配置とし、社会福祉法第16条
の生活保護現業員の標準数を充足しました。 ◎ 平成25年度

南区・社会福祉課

平成24年４月から生活保護現業員８人を配置し、社会福祉
法第16条の生活保護現業員の標準数を充足しました。

◎ 平成25年度

対応方針

【地区担当員の員数について】
　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名増員してきたが、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。

【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の対象者のうち、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、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、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。

対応方針

報告書の頁

報告書の頁



№75
監査内容 123

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

今回の意見を受けて、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しました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

例年、新規採用職員の当課への配属は可能な限り避けるよ
う要望しております。しかしながら、平成24年度も新規採用
職員が配属されたことから、指導にあたる職員を隣席に就け
て現業員業務を担当させています。

引き続き、関係課（人事課、区振興課など）に要望すると
ともに、課内での配置について検討し、改善したいと考えま
す。

○ 平成25年度

西区・社会福祉課

　平成24年度の新規採用職員の現業員設置を回避しました。
今後も新規採用職員等においては、現業員業務を避けて事務
分担を行なうこととしました。

○ 平成25年度

【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
あるから、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。

報告書の頁

対応方針



№76
監査内容 124

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

本庁福祉総務課の生活保護グループ職員については、現在
９人中、３人（正規職員２人、再任用職員１人）が現業員経
験を有しております。本庁職員は、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と判断しておりますので、
人事課に対し現業または査察指導員の経験を有する者の配属
を要望しております。

○ 平成26年度

中区・社会福祉課

平成24年４月１日の人事異動により、複数年のケースワー
カー経験者を査察指導員に配置し、経験を活かした査察を行
う体制を整備しました。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

平成23年度以降、ケースワーカー経験者を査察指導員とし
て配置しています。今後も、引き続き、現業員を指導できる
よう経験者の配置に配慮し、実施体制の整備に努めます。

○ 平成24年度

西区・社会福祉課

査察指導員は、福祉全般や戸籍、医療、税務等さまざまな
業務を知っている必要があります。ケースワーカーの業務を
知ることはもちろんですが、多くの職場経験を有する者が配
置されるべきと考えます。今後の実施体制を見直すための参
考としてまいります。

○ 平成26年度

南区・社会福祉課

現業員は専門性の高い職種であり、メンタルな部分を含
め、査察指導員は現業員を指導できるよう現業員経験者の配
置に配慮し、実施体制の整備に努めます。

○ 平成26年度

北区・社会福祉課

現業員経験のある査察指導員を配置してあります。困難案
件等については、福祉総務課や各区社会福祉課間での連絡・
協議等により協力して対処しています。

○ 平成24年度

【イ　査察指導員等の現業員経験について】
　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。しかるに、今後は、人事上このような点に配慮すべきである。

対応方針

報告書の頁



浜北区・社会福祉課

浜北区においては、査察指導員は現業員経験はないもの
の、生活保護救護施設職員として生活保護の制度を十分に理
解している職員を配置しております。今後も、引き続き、現
業員を指導できるよう現業員経験者の配置に配慮し、人事担
当部署との調整を図り、実施体制の整備に努めます。

○ 平成26年度

天竜区・社会福祉課

天竜区の査察指導員は、ケースワーカーとしての５年間の
経験があります。今回のご意見を受け、区の人事担当に意見
を伝え配慮を求めました。

○ 平成24年度



№77
監査内容 124

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得
の有無を確認し、未資格者には、資格研修に参加して取得さ
せることとしました。 ○ 平成25年度

東区・社会福祉課

査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得
の有無を確認し、未資格者には、資格研修に参加して取得さ
せることとしました。 ○ 平成25年度

西区・社会福祉課

　査察指導員及び現業員に当たる職員については、資格取得
の有無を確認し、未資格者には、資格研修に参加して取得さ
せることとしました。 ○ 平成25年度

南区・社会福祉課

　本区では、該当する職員が１人いましたが、監査後に社会
福祉主事の資格を取得しました。
　ご意見のとおり、現業員は社会福祉法に規定がある資格を
有する職員でなければならないため、資格取得の有無を確認
し、未資格者には、資格研修に参加して取得させることとし
ました。

○ 平成24年度

北区・社会福祉課

本区では、社会福祉主事を有していない職員が１人いるこ
とから、平成25年度に予算を確保し、資格研修に参加させ主
事資格の取得に努めていきます。 ○ 平成26年度

浜北区・社会福祉課

本区の査察指導員及び現業員は全員、社会福祉主事の資格
を有しています。今後も査察指導員及び現業員に当たる職員
については、資格取得の有無を確認し、未資格者には、資格
研修に参加して取得させることとしました。

○ 平成24年度

天竜区・社会福祉課

本区の査察指導員及び現業員は全員、社会福祉主事の資格
を有しています。今後も査察指導員及び現業員に当たる職員
については、資格取得の有無を確認し、未資格者には、資格
研修に参加して取得させることとしました。

○ 平成24年度

報告書の頁
【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人いる。同法の趣旨に従って、善処されるのが望ましい。

対応方針



№78
監査内容 124

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区での、社会福祉士配置は、平成22年度までに３人、平
成23年度体制では６人と増員し、臨床心理士も１人配属した
体制で支援を実施しております。また、民間経験枠採用での
配置も実施されているため、福祉関係機関での実務経験が福
祉行政に有効に活かされ、より充実した被保護者への自立支
援が行われております。この状況を引続き各関係部署に報
告、要望等し、人事的配慮について調整していきます。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員業務には専門性が求められること
から、精神の障がいのある方や対応が困難な方などへの接触
や指導には精神保健福祉士や社会福祉士などの専門的知識を
有する職員が関わることでケースワーカーの負担は軽減され
るものと考えます。

人事課では社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ者の
採用を行っており、これらの職員の配置について調整してい
きます。

○ 平成27年度

西区・社会福祉課

精神の障がいのある方や、対応が困難な方などへの接触や
指導には精神保健福祉士や社会福祉士などの専門的知識を有
する職員が関わることでケースワーカーの負担は軽減される
ものと考えます。

人事課では社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ者の
採用を行っており、これらの職員の配置について調整してい
きます。

○ 平成27年度

南区・社会福祉課

南区では、平成22年度に社会福祉士１人を職員配置しまし
た。

ご意見のとおり、精神的な疾患を持つ保護者への対応には
専門性を有するため、現業員が研修により知識を高めたり関
係部署に協力を求めていますが、対応に時間を要している状
況です。

精神保健福祉士などの資格を有する専門的な職員の配置は
現業員の負担軽減とともに、生活保護受給者への適切な支援
にもつながることから、人事権を有する関係部署と調整して
いきます。

○ 平成24年度

北区・社会福祉課

精神の障がいのある方や、対応が困難な方などへの接触や
指導には精神保健福祉士や社会福祉士などの専門的知識を有
する職員が関わることでケースワーカーの負担は軽減される
ものと考えます。

今回の意見を受けて、区職員配置計画ヒアリング等の際に
関係部署へ要望・調整を図ります。

○ 平成27年度

対応方針

報告書の頁
【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ＯＪＴ
が期待できる。



浜北区・社会福祉課

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
配置することは、業務の専門化、高度化の中で必要です。こ
のため、これらの職員の配置について人事担当部署と調整し
ていきます。

○ 平成27年度

天竜区・社会福祉課

精神の障がいのある方や、対応が困難な方などへの接触や
指導には精神保健福祉士や社会福祉士などの専門的知識を有
する職員が関わることでケースワーカーの負担は軽減される
ものと考えます。

人事課では社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ者の
採用を行っており、これらの職員の配置について調整してい
きます。

○ 平成29年度



№79
監査内容 124

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

中区・社会福祉課

中区では、年１回自己申告書の提出時期に所属長がケース
ワーカー並びに査察指導員と面接を行っています。今回の監
査を受けて、面接時に、ケースワーカー並びに査察指導員の
意思を尊重しながらも、重要かつ専門的業務であることを説
明し、ケースワーカー並びに査察指導員の志気を高め業務能
力向上を図っています。また、その状況等を各関係部署に報
告、要望等により、人事的配慮について調整していきます。

― 平成27年度

東区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員の職務は専門性が高く、被保護者
の相談に乗り、必要な助言指導を行う必要もあることから、
一定の在職年数が必要と考えます。

今後の人事につきましては、適材適所の人員配置、専門職
の配置、現業員の専門性の向上に配慮して、福祉事務所の実
施体制の確立に努めます。

― 平成27年度

西区・社会福祉課

被保護者を始め、多くの市民からの問合せには、即答しな
ければならない案件や重要な要件が多々あります。そのよう
な状況下においては、核となる業務に精通した職員が必要で
あると考えます。

今後の人事につきましては、適材適所の人員配置、専門職
の配置、現業員の専門性の向上に配慮して、福祉事務所の実
施体制の確立に努めます。

― 平成27年度

南区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員の職務は専門性が高く、被保護者
の相談に乗り、必要な助言指導を行う必要もあることから、
業務に精通するためには一定の在職年数が必要と考えます。

今後の人事につきましては、適材適所の人員配置、専門職
の配置、現業員の専門性の向上に配慮して、福祉事務所の実
施体制の確立に努めます。

― 平成27年度

報告書の頁

対応方針

【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、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。上記の監査結果「ア　新規採用職員の現業員と
しての補職について」の事項とも併せ人事上配慮すべきである。



北区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員の職務は専門性が高く、被保護者
の相談に乗り、必要な助言指導を行う必要もあることから、
一定の在職年数が必要と考えます。

今後の人事につきましては、適材適所の人員配置、専門職
の配置、現業員の専門性の向上に配慮して、福祉事務所の実
施体制の確立に努めます。

― 平成27年度

浜北区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員の職務は専門性が高く、被保護者
の相談に乗り、必要な助言指導を行う必要もあることから、
一定の在職年数が必要と考えます。

今後の人事につきましては、適材適所の人員配置、専門職
の配置、現業員の専門性の向上に配慮して、福祉事務所の実
施体制の確立に努めます。

― 平成27年度

天竜区・社会福祉課

天竜区では、年１回自己申告書の提出時期に所属長がケー
スワーカー並びに査察指導員と面接を行っています。今回の
監査を受けて、面接時に、ケースワーカー並びに査察指導員
の意思を尊重しながらも、重要かつ専門的業務であることを
説明し、ケースワーカー並びに査察指導員の志気を高め業務
能力向上を図っています。また、その状況等を各関係部署に
報告、要望等により、人事的配慮について調整していきま
す。

― 平成27年度



№80
監査内容 125

意見

主管課 対応への考え方 区分 措置等決定年度

福祉総務課

生活保護業務については職員に精神的負荷がかかる職場で
あることから、ご意見のとおりメンタルヘルスケア体制の構
築の必要性があると判断しており、過去にも査察指導員に対
しメンタルヘルスケアについての研修を実施しております。
各福祉事務所に対しては、今後も機会を捉えてメンタルヘ

ルスケアの重要性を説明し、体制整備について指導をしてい
きます。

○ 平成25年度

中区・社会福祉課

対応困難な被保護者も多く、中には暴力的行為におよぶ場
合もあり、職員の休職の要因となっていることも事実です。
このため、一人の職員が困難ケースや困難事例を抱え込み悩
まないように、査察指導員が積極的に声かけなどのコミュニ
ケーションをとり、風通しのよい職場づくりに努め、組織全
体で対応できる体制を整えています。

○ 平成24年度

東区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員にかかる精神的負荷を考慮し、所
属長を始め、査察指導員は、積極的に現業員とのコミュニ
ケーションを取るほか、職員に対してメンタルヘルス・ケア
の研修会などへの参加を促し、職員の健康管理に努めていき
ます。 ○ 平成25年度

西区・社会福祉課

ご指摘のとおり、現業員にかかる負荷を軽減するために常
に相談・協議ができる状況や核となる職員を作ることが必要
と考えます。そのため、査察指導員が中心となり、風通しの
よい職場づくりに努めることにより現業員の精神的な状況を
把握し、組織全体で対応できる体制を整えていきます。
また、職員厚生課が開催しているメンタルヘルス相談やメ

ンタルヘルス研修を活用していきます。

○ 平成25年度

南区・社会福祉課

「職員の心の健康づくり計画」に基づき組織的に対応して
います。
職員厚生課が開催しているメンタルヘルス相談やメンタル

ヘルス研修を活用し、より一層の取組みを行っていきます。

○ 平成25年度

【カ　職員のメンタルヘルス・ケアについて】
　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。

対応方針

報告書の頁



北区・社会福祉課

職員が１人で困難ケースや困難事例を抱え込み悩まないよ
うに、組織全体で対応できるようコミュニケーションを図
り、精神的負担の緩和と風通しのよい職場づくりに努めてま
いります。具体的には、所属長を始め査察指導員は、積極的
に現業員とのコミュニケーションを取るほか、職員に対して
メンタルヘルス・ケアの研修会やなどへの参加を促し、職員
の健康管理に努めていきます。

○ 平成25年度

浜北区・社会福祉課

　ご指摘のとおり、現業員にかかる負荷を軽減するために
常に相談・協議ができる状況や核となる職員を作ることが
必要と考えます。そのため、査察指導員が中心となり、風
通しのよい職場づくりに努め現業員の精神的な状況を把握
し、組織全体で対応できる体制を整えていきます。
　また、職員厚生課が開催しているメンタルヘルス相談や
メンタルヘルス研修を活用していきます。

○ 平成25年度

天竜区・社会福祉課

職員が問題を一人で抱え込まないよう、組織で問題点を共
有し、福祉事務所として解決にあたる体制をとるよう職員に
確認しました。具体的には、具体的には、所属長を始め、査
察指導員は、積極的に現業員とのコミュニケーションを取る
ほか、職員に対してメンタルヘルス・ケアの研修会やなどへ
の参加を促し、職員の健康管理に努めていきます。

○ 平成24年度


