
47 生活援護 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

123 122 - - 134 146

498 538 - - 629 750

78.6% 79.7% - - 82.0% 83.0%

口座振替促進率 - 51.6% - - 55.0%

　経済的自立のための就労支援プログラムのみならず、身体や精神の健康回復、
維持による日常生活自立や社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員と
しての充実した生活につなげる社会生活自立を目指す個別支援プログラムが求め
られている。
　こうしたプログラムを用意し、組織的な支援を更に充実させていくことが求め
られている。

福祉資金における滞納・未収金については徴収計画の策定、督促催告の工夫・強
化などにより、より一層償還率向上にに努めることが求められる。

成果指標と目
標値

現状と課題

現年度分償還率

　新規開始時における受給要件の正確な把握・調査や他法他施策の十分な活用な
ど、公平・公正な観点から、保護の適正な実施が求められている。

困窮から守られる暮らし

分野目標

支援が必要な人に対し、安定した日常生活のための相談と、適切なｻｰﾋﾞｽが確保されてい
る。

被保護者の経済的な自立のみならず、自立した社会生活を支援する体制が確保されてい
る。

適切な広報や相談・説明により貸付制度が周知され、理解が深まっている。

成果指標

　現行の福祉資金の仕組みを、地域、区民からの新たな社会的ニーズで受け止め
つつ、より分かりやすく、利用しやすいものに更に見直していくことが求められ
ている。

生活保護から自立した世帯数
【１０か年計画】【保健福祉総合推進
計画】

稼動者のいる世帯数



個別自立支援プログラムの策定と実施

新規貸付制度について

16年度

10,895,665

35,271

男女共同参画センター

-

受給要件が正確に把握され、適切なｻｰ
ﾋﾞｽや給付が行われていることにより、
適切な保護の実施につながっている。

生活の安定が図られ、自立した生活が可能
となっている。

精神障害者自立支援プログラムについて

DVによる一時的避難の対応について

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

被保護者のおかれた生活環境やニーズに応じ
た個別自立支援プログラムを策定・実施する
ことで作成し、経済的自立だけでなく、日常
生活自立や社会生活自立を目指す。

11,572,943

障害福祉分野

社会福祉協議会

収納管理を充実し、長期未納とならないよう
督促状や催告書の送付、訪問徴収等により不
良債権化を防止し償還率の向上に努める。

福祉資金の制度の見直し

新たに導入される国制度の貸付と現行の区制
度の仕組みを分かりやすく、利用しやすい資
金となるよう、他機関との調整が図られてい
る

-

-

-37,576

目標に対する効果

19年度18年度17年度

分野のコスト（千円）

償還率の向上

収入・資産の把握、他法・他施策の活用等を
徹底し、適正な処遇や給付を行う。

生活保護の適正実施、

取り組み

就労支援等により自立につながった被保護
者が増加している。また、被保護者の抱え
ている生活環境や個々のニーズに沿った処
遇が充実したことにより、日常生活自立や
社会生活自立につながっている。

生活が安定し、自立した生活が可能となっ
ており、償還率が向上している。



様式３

生活援護

4701

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 123 122 - - 128 134

＜１０カ
年計画＞ 54 64 - - 70 75

長期 498 538 - - 587 629

短期 － 21 - - 40 ー

長期 66,560 70,484 - - 71,020 81,580

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - 18.9% - 50.0%

事業概要

事業名

実績 94.0% 92.8% - 100.0%

事業概要

就労支援プログラムに
よる就職者数

成果指標
と目標値

上記のうち就労自立世
帯数

生活保護から自立した
世帯数

稼動者のいる世帯数

施策目標

自立支援プログラムの活用により、自立した日常生活、社会生活を支援する体制が整って
いる。

生活保護／生活援護推進

稼働能力を有する被保護者の経済的自立を図るため、ハローワークに就労支援の要請を行
い、就労支援員と連携を図りながら就労に結びつける。（就労支援に結びつけた被保護者
数／稼動能力を有する被保護者で就労についていない人数　平成１７年度　51/270　）

就労支援に結びつけた被保護者の割合

困窮から守られる暮らし

稼動収入平均月額

就労支援員を中心とした就労支援体制が整い、経済的自立への支援が確保されている。

＜主な取組み＞

現状と
課題

課税調査の実施割合

生活保護の適正実施、不正受給の防止のため、査察指導員を中心として課税調査を実施す
る。実施時期は分野の業務実施方針で定め、概ね6月から12月にかけて、受給世帯すべての
調査を行う。（調査世帯数／被保護者世帯数　平成16年度　3759/3999　平成17年度
3662/3944）

生活保護の適正実施の一環として、年金担保者の情報を社会保険庁に情報提供し、再担保
防止を図っている。他にも課税調査、年金調査などを実施している。また、被保護者の自
立支援のため、就労支援プログラムを実施しているが、稼働能力のある被保護者に対して
就労意欲をひきだすためのプログラムが不足している。ハローワークとのより一層の連携
を図りながら、自立支援をすすめる必要がある。

長期入院患者の退院促進が実施される現状があり、在宅に戻る方や施設入所の必要な方が
増えることが予測される。こういった状況に対応するため、当面の対策を検討するととも
に、他分野（障害福祉など）と協力・連携をとりつつ進めながら自立支援プログラムを策
定・実施する必要がある。

要保護者世帯向け長期生活支援資金創設、有期保護制度提案の動きなど、生活保護制度の
新たな改定、見直し改定が予想される。こうした動向を見据えての組織的な対応が求めら
れている。

生活保護／生活援護推進



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 76.1% 85.1% - 90.0%

事業概要

事業名

実績 116 214 - 215

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

16年度

生活保護／生活援護推進

34,948

生活に困窮している者やホームレスを一定期間、緊急一時保護センターや、自立支援セン
ターへの入所につなげ、健康相談や就労支援などによる自立支援に取り組む。平成18年度
にホームレス地域生活移行支援事業を実施したことにより、平成19年度はホームレスの相
談件数、入所件数は、横ばいないし減少が見込まれる。
DV防止法や売春防止法により、緊急一時避難が必要な人を保護する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

ー

37,237

19年度18年度

生活相談

年間訪問率

11,468,27610,796,110 ー

緊急一時保護・自立支援センター等の入所者数

被保護者の生活状況等を把握し、処遇に反映させることや、これに基づく自立を助長する
ための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ計画的に訪問を実施する。（訪問
率は、早急に解決すべき問題があり、常に指導を必要とする世帯＝Ａ、毎月訪問する必要
はないが一定の注意・指導を継続する必要がある世帯＝Ｂ、長期入院・入所が見込まれる
世帯＝Ｅの平均訪問率、Ａ・Ｂについては分野の経営戦略においても計画的な訪問として
位置づけ、Ｅについては、19年度自立支援プログラムを策定し処遇の向上を目指す。(平成
16年度　1006回/1291世帯　平成17年度1095回/1280世帯）



様式３

福祉資金

4702

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期
現年度分
償還率

78.6% 79.7% - - 81.0% 82.0%

長期
口座振替
促進率

- 51.6% - - 54.0% 55.0%

長期 9.63% 8.70% - - 10.00% 11.00%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 145 143 - 210

事業概要

事業名

実績 78.6% 79.7% - 81.0%

事業概要

現年度償還率

現状と
課題

資金の貸付は、災害等により一時的に生活困窮となった方や子の高等学校等への修学費
用、母子世帯の子の高等学校、大学等への修学費用に利用されている。

徴収計画を策定し、償還相談、指導を実施しているが、さまざまな生活状況の中で自立が
困難となり、返済が滞り長期滞納となるケースが発生している。

区の貸付制度と同趣旨の国制度の貸付を、社会福祉協議会で実施している。新たに平成19
年度からは要援護者世帯向けの長期生活支援資金の貸付が始まる予定であり、これまで以
上に社会福祉協議会との連携が求められる一方、区制度のあり方の再検討が必要となって
いる。

自立を助ける福祉資金

長期未納者の償還率

償還者への督促状又は催告書を送付。夜間電話催告を実施し、長期滞納が未然防止されて
いる。

福祉資金貸付

成果指標
と目標値

施策目標

各資金貸付の据置期間終了後から償還開始となった貸付の償還は、納付書または口座引落
で行っているが、償還未納の場合には、督促状または催告書の送付や電話催告を行い、長
期滞納とならないよう生活状況の確認、償還相談、指導を進めることで償還率向上に努め
る。

資金を必要とするときに貸付を受けることができ、自らの生活の安定や向上が図られ、計
画的に償還し経済的に自立した生活が可能となっている。

訪問催告、内容証明の送付や支払督促を実施し、長期滞納者が減少している。

福祉資金貸付

一時的に生活が困窮し、資金の必要なときに生業資金、応急資金、奨学金、高齢者等入院
資金、女性福祉資金、東京都母子福祉資金、資産活用福祉資金のいずれの資金貸付を受け
ることによって、生活の安定や向上が図られ、経済的に自立した生活ができることを目的
に貸付を行う。

新規貸付件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 51.6% - 54.6%

事業概要

事業名

実績 9.63% 8.70% - 10.0%

事業概要

口座振替促進率

16年度

322

104,66799,555 ー

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

340

福祉資金/収納管理

長期未納者の償還率

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

福祉資金の収納管理のため、窓口、電話等により口座振替による納付PRを積極的に行い、
口座振替利用者を増やす。

福祉資金/滞納整理

長期未納者に対し、催告書の送付、電話催告、夜間電話催告、訪問徴収を行い、生活状況
調査及び納付勧奨を行い、不良債権化の未然防止に努める。
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