
46 生活援護 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

135世帯 140世帯 119世帯 ー 120世帯 160世帯

599世帯 691世帯 604世帯 ー 650世帯 750世帯

- - - ー 100% 100%

困窮から守られる暮らし

分野目標

生活の支援が必要な人に、安定した日常生活を取り戻すための相談と適切なサービスが
確保されている。

生活保護受給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。

生活保護受給者の生活状況、収入や資産が正確に把握され、生活保護費が適正に支払われてい
る。

成果指標
と目標値

成果指標

生活保護から自立した世帯数【１０か
年計画】

生活保護受給世帯のうち働く人のいる
世帯数

自立生活資金償還率 100% 100%自立生活資金償還率

現状と課題

経済状況が悪化し、失業などで生活に困窮する人が増加している。生活を回復したり安定させる
ための支援策を講じることが求められている。

生活保護受給者の経済的自立に向けての就労支援プログラムや、日常生活の自立に向けての精神
保健福祉プログラムなどの活用を強化し、生活保護からの自立や安定した生活の保障が必要であ
る。

生活保護受給者のなかで、家族や地域の受け入れが整わないため、長期間にわたって入
院している人について、地域社会に戻し、生活をする支援が必要である。

増え続ける生活保護の経費について、正しく区民に理解してもらい、生活保護への理解を促進す
る。

連携の内容

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

自立生活資金の未収金対策
様々な理由で、一時的に生活に支援が必要な人へ、
就労相談や貸付相談を確実に行い、貸付金の償還に
ついても長期滞納を防止する。

生活保護受給者への支援プログラムの充実 　就労支援プログラムなどの支援により生
活保護を廃止となる世帯が増えている。
　個々の生活環境やニーズに沿った処遇が
充実し、日常生活および社会生活の自立が
促進している。

生活保護受給者のおかれた生活環境やニーズに応じ
た支援プログラムを策定・実施する。

生活が安定し、自立した生活が可能とな
り、貸付金の償還率も向上している。

連携による成果

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

収入・資産の把握、他の制度の活用などを徹底し、
生活保護費の適正な給付を行う。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

社会的条件により長
期に入院している人
の地域生活はの移行
実施。障害福祉や地
域保健福祉分野

　退院により、地域での生活が可
能となり、生きがいや社会とのつ
ながりを取り戻すことができる。
　生活保護の医療費の削減

18

11,775,639

38,138区民一人あたりコスト(円) 37,939 39,168

11,754,536 12,215,502
分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21



様式３

生活保護 （２２年度）

4601

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

73 76 60 ー 65

- - - ー 5

21 17 26 ー 20

３　生活保護受給者の生活状況、収入や資産が正確に把握され、生活保護費が適正に支払わ
れている。

困窮から守られる暮らし

施策目標

１　経済的自立のための支援体制が確保されている。

２　日常生活や社会生活において、地域社会の一員として生活できる支援体制が確保されて
いる。

成果指標
と目標値

成果指標

就労自立世帯数（世帯）

入院患者が在宅に復帰できた人数
（人）

生活保護の不正受給世帯数（世帯）

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 14,917 14,483 12,183 ー 14,000

概要

事業２

実績 92.8 92.7 91.6 ー 98.0

概要

＜主な取組み＞

生活保護

現状と
課題

１　就職開始や増収に向けて就労支援プログラムの対象とした世帯であっても、全世帯の就
労開始や増収には至っていない。生活保護からの経済的自立を目指して支援する必要があ
る。

２　医療機関への入院は疾病の治療が目的であるが、病状が落ち着いてきても、在宅での支
援体制が十分でないため退院が遅れることがある。退院を促進する退院促進プログラムを作
成し、計画的に退院を促進する必要がある。

３ 故意に収入や資産を正確に申告せず、保護費を過大に受給した生活保護受給者がいる。
受給者の生活実態・収入・資産を正確に把握し、正しく保護費を支給する必要がある。

年間訪問件数(件）

生活保護受給者の生活状況を把握し自立を支援するため、全ての世帯に対して、居宅世帯は
年2回、入院・入所世帯は年1回の訪問を実施する。

生活保護

課税調査の実施率（％）

生活保護受給者の収入状況を正しく把握するため、課税決定後に課税台帳との照合を実施す
る。

事業３

実績 84 102 113 ー 120

概要

事業４

実績 - - - - 5

概要

21

生活保護世帯への法外援護

就労支援プログラムの対象として面接した人数（人）

就労支援員を配置し、ハローワークに就労支援の要請を行い、地区担当員との三者連携によ
り、受給者を就労に結びつける。

生活保護世帯への法外援護

退院促進プログラムの対象者で地域移行した人数

入院患者の在宅復帰に向けて、退院を促進するプログラムを作成し、段階的に面接を実施す
る。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

区民一人あたりコスト（円） 37,845 37,676 38,917

11,685,102 11,672,959 12,137,341

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
領域Ⅲ－３ 安心した暮らしが保障されるまち　　領域Ⅲ ３　　安心した暮らしが保障されるまち

　　　　　おもな取り組み　　①自立支援プログラムによる自立支援の促進
　
（２）保健福祉推進総合計画
　　第２章　第３節　施策４　生活の安定と自立への取り組み支援
　　　　　おもな取り組み　　①自立支援プログラムによる自立支援の取り組み
　　　　　　　 　　  　　　　②長期入院・入所者地域生活移行支援事業
　



様式３

生活相談 （２２年度）

4602

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

156人 135人 134人 ー 140人

47人 87人 73人 ー 80人

ー ー 98人 ー 180人

18.4 20.5 19.3 ー 20.0

自立生活を援護する相談

施策目標

１　低所得者やホームレス、DV被害者等の生活安定と自立支援のために、生活や就労支援な
どの生活相談や自立支援ができている。

２　貸付金の償還回収業務の民間委託により、償還者の生活状況等が容易に把握でき、償還率
の向上と長期滞納が未然防止されている。

成果指標
と目標値

成果指標

ホームレスの緊急一時保護・自立支援セ
ンター等への入所人数

婦人相談における緊急一時保護人数

生活安定応援事業につながった相談者数
（平成20年度～22年度）

貸付金償還率（％）

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 3594 3575 4134 ー 4500

概要

事業２

実績 1088 1112 1283 ー 1350

概要

＜主な取組み＞

生活相談

現状と
課題

１　低所得者やホームレス、DV被害者等の生活安定と自立支援のために、生活や就労などの
生活相談や支援の充実が求められる。

２　債権回収業務委託したことによる個人情報など、償還者に理解が得られ、償還率が向上し
ていることが求められる。

生活相談数 (件）

低所得者やホームレスの生活安定と自立支援のため、生活保護や施設入所など適切なサービス
に結びつける生活相談を行う。

婦人相談及び緊急一時保護

婦人相談数 (件）

配偶者やパートナーの暴力から守るための保護（DV防止法）や売春防止法による保護更生の
ため、必要なケースの緊急一時保護や助言・指導相談を行う。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 ー ー 98 ー 180

概要

事業４

実績 18.4 20.5 19.3 ー 20.0

概要

21

生活安定応援事業

生活安定応援事業につながった相談者数(人）

不安定就労の低所得者の生活安定と正規雇用への意欲と可能性を応援する生活安定応援事業に
結びついた生活や就労相談を行う。

貸付金

貸付金償還率（％）

貸付金の償還回収業務を民間委託したことにより、償還率の向上を目指す。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

区民一人あたりコスト（円） 294 263 251

90,537 81,577 78,161

区の計画との関係区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　領域Ⅲ－３　　安心した暮らしが保障されるまち
　　　　　おもな取り組み　　　②ホームレスへの支援
（２）保健福祉推進総合計画
　　第２章　第３節　施策４　生活の安定と自立への取り組み支援
　　　　　おもな取り組み　　　③ホームレス対策事業


