
33

指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

分野目標
10か年計画 204 218 228 244

ベンチマーク

分野目標
10か年計画 - - 69 89

ベンチマーク

分野目標 33.4% 35.8% 42.0% 50.0%

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成28年度 生活援護分野 困窮から守られる暮らし

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　被保護世帯は、経済・雇用環境の改善傾向を受けて、稼働能力のある「その他世帯」の急増に歯止めがかかったが、総数と
しては、高齢化の進展に伴い増加し続けている。引き続き、就労阻害要因のない被保護者への就労支援に着実に取り組むとと
もに、生活習慣、社会性、健康管理などの課題があり、就労意欲が未形成であったり、地域とのつながりがなく孤立している
など、個々の状況に応じた多様な自立支援に取り組んでいく必要がある。
　複合的な課題によって経済困窮に陥り、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者の把握や支援が不十分である。区の関係
部署や地域のネットワークなどを活用して、生活困窮者を早期に把握し、包括的な支援を継続することによって、課題解決を
図り、自立を促進していくことが必要である。

生活保護から自立した世帯数

中野くらしサポート（自立相談支援事業）の支援による就
労者数

　被保護者は、一人ひとりの状況に応じた適切な支援を受けて、経済的・社会的自立に向けて、積極的に取り組んでいる。ま
た、被保護者の資産や収入の調査、医療扶助費の審査などが適正に行われることによって、保護費が正しく支給されている。

　離職や低所得、DV被害などの多様な課題により生活に困窮する区民が、安心して相談でき、個別の状況に応じた支援を受
け、課題を解決することができている。

平成28年度に重点的に行う取組み

被保護者への就労等の支援
　被保護者への計画的訪問を確実に実行し、生活状況と課題を的確に把握したうえで、適正な就労支援等を実施する。
生活困窮者への自立相談支援
　生活困窮者の早期把握を図り複合的な課題の評価・分析を行い、一人ひとりの状況に応じた自立に向けての支援計画を策定
する。また、支援計画に基づき、関係機関との調整を図りながら包括的な支援を継続的に行って、困窮からの脱却を目指す。

分野の指標

その他世帯（高齢・傷病・障害・母子以外の世帯）の就労
率（年間平均）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　収入増や病気治癒などで、生活保護が廃止となった世帯数。生活保護制度の目的の一つである経済的自立の助長が達成
できたと判断できるため、「10か年計画（第2次）」に示された指標とした。目標値は、総世帯数の推計をもとに、総世
帯数に占める割合の伸びを見込んで算定した。

　生活困窮者自立相談支援事業の支援を受け、就労を目的とした計画により就労できた人数。困窮からの経済的な自立に
つながったことを示すため指標とした。

　「その他世帯」総数のうち、年度内に1回でも就労した世帯数の割合。稼働能力のある「その他世帯」に対して、個別
の状況や特性を見極め、的確な自立支援ができたかどうかを評価するために設定した。

指標／実績(25～27)・目標(28,32)

①

②

③

④



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 204 218 228

② 61.9% 54.9% 100%

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

　収入増や病気治癒などで、生活保護が廃止となった世帯数。生活保護制度の目的の一つである経済的自立の助長が達成でき
たと判断できるため、「10か年計画（第2次）」に示された指標とした。目標値は、総世帯数の推計をもとに、総世帯数に占
める割合の伸びを見込んで算定した。

　世帯を類型化して訪問計画を策定し、これに基づき訪問調査活動を実施した割合。適正な保護の実施、自立支援を行うため
には、確実な訪問活動による生活状況の把握が重要となるため指標とした。

【概要】
　訪問類型に基づく計画的訪問を確実に実行し、生活状態と課題に基づいた適正な支援
を実施する。

生活保護世帯への訪問活動事業１

高齢世帯への居宅介護支援事業2

10か年計画（第３次） Ⅵ-4イ①生活保護受給者に対する自立支援の推進

10か年計画（第３次）

施策目標

一人ひとりの状況に応じた適切な支援が行われることによって、被保護者は経済的・社会的に自立した生活を送ることができてい
る。

施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(25～27)・目標(28)

生活保護から自立した世帯数

訪問類型に基づく計画的訪問の実施率（委託高齢世帯を除く）

3301 生活保護 困窮から守られる暮らし

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　被保護者の支援を適正に行うためには、被保護者の住居や各種施設への訪問によって、生活状態や課題を把握し、一人ひとりの
状況に応じたケースワークを展開していく必要がある。現状ではその基本となる訪問活動が十分には実施できていない。
　生活保護の実施にあたり、処遇に対する苦情やトラブルが発生している。制度や保護の変更などについて、被保護者にわかりや
すく丁寧に説明していくことが重要である。その上で、不当な要求や苦情には毅然とした対応をしていくことで、被保護者とケー
スワーカーの信頼関係を築き、安定した生活、自立に向けた取り組みを強化していく必要がある。

【概要】
　６５歳以上の被保護者に対し、介護認定や施設入所など、高齢者特有の課題にきめ細
かく対応し、処遇の向上を図る。

事業3 施設入所者の居宅移行支援

【概要】
　住居がないなどの理由から施設入所をすることになった被保護者が、早期に安定した
居宅生活に移行できるように支援を行うため、宿泊施設に、社会福祉士・精神保健福祉
士等を配置し、特に困難な課題を抱える被保護者にきめ細かい支援を行う。

10か年計画（第３次）

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 68.6% 62.1% 100%

② 11.8% 13.6% 36.1%

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】
　ジェネリック医薬品の使用促進、健康管理支援、向精神薬の重複処方調査、頻回受診
調査などによって、保護費のおよそ4割を占める医療費の抑制を図る。

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 医療扶助費の適正化

事業１ 生活相談・女性相談

【概要】
　様々な理由で生活困窮となった相談者に、状況に応じた各種の制度やサービスに関す
る情報提供や支援を実施し、必要に応じて緊急一時保護により安全を確保する。

10か年計画（第３次）

事業2 資産調査の強化

【概要】
　資産調査専門員の配置により、被保護者の各種年金や雇用保険などを調査し、資産活
用の徹底を図り、保護費を適正に支給する。

10か年計画（第３次）

　離職や低所得、DV被害などの多様な課題により生活に困窮する区民が、安心して相談でき、個別の状況に応じた支援を受け、課
題を解決することができている。

被保護者の資産や収入の正確な把握、健康管理支援などにより、保護費の抑制が図られ適正に支給されている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

DV被害者が安定した居宅生活に移行した割合

被保護者（40歳～75歳）の健康づくり健診受診率

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　緊急保護したDV被害者が、アパートや母子生活支援施設などの安定した生活に移行できた割合。DV被害者への精神的ケアや
経済困窮、法的措置など各種相談支援の目的であるため指標とした。DV被害者の状況によって、処遇方法が異なり推計が困難
であるため、目標値は100％とした。

　当該年度中に、40歳～75歳になる被保護者のうち、区の健康づくり健診を受けた者の割合。一般区民との比較のため、抽出
する対象年齢は、国保特定健診の対象者と同一とし、施設入所者を除いた。目標値は、平成26年度の中野区における国保特定
健診の受診率とした。

施策目標

3302 生活相談 自立生活を援護する相談

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　生活に困窮する相談者の課題は、年々複雑で困難なものが増える傾向にある。関連する法律や制度を的確に活用しつつ、関係部
署・機関・民間事業者などとも連携し、迅速に適切な支援を行っていく必要がある。
　被保護者が年金の情報を正しく知らない、または故意に収入や資産を申告しない等の理由で、保護費を過大に支給するケースが
発生している。このようなことを未然に防止するため、被保護者の収入や資産等について、正確に把握する取り組みが必要であ
る。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① - - 70.0%

② - - 45.0%

③ - - 69人

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

3303 自立支援 支援を受けて自立する困窮者等

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　被保護世帯は、経済・雇用環境の改善傾向を受けて、稼働能力のある「その他世帯」の急増に歯止めがかかったが、総数として
は、高齢化の進展に伴い増加し続けている。引き続き、就労阻害要因のない被保護者への就労支援に着実に取り組むとともに、生
活習慣、社会性、健康管理などの課題があり、就労意欲が未形成であったり、地域とのつながりがなく孤立しているなど、個々の
状況に応じた多様な自立支援に取り組んでいく必要がある。
　複合的な課題によって経済困窮に陥り、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者の把握や支援が不十分である。区の関係部署
や地域のネットワークなどを活用して、生活困窮者を早期に把握し、包括的な支援を継続することによって、課題解決を図り、自
立を促進していくことが必要である。

　被保護者及び生活困窮者が、個別の状況に応じた支援を受け、自立に向けて取り組んでいる。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

中野就職サポート（生活保護受給者等就労自立促進事業）就労率

中野就労セミナー（就労準備支援事業）就労率

生活困窮者を対象とした就労支援を受け就労につながった人数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　中野就職サポート（生活保護受給者等就労自立促進事業）で支援を受けて就職できた者の割合。個別の状況や特性に合わ
せ、的確な就労支援ができたかどうか評価するため指標とした。

　中野就労セミナー（就労準備支援事業）で支援を受けて就職できた者の割合。個別の状況や特性に合わせ、的確な就労準備
支援ができたかどうか評価するため指標とした。

　中野くらしサポート（自立相談支援事業）の支援を受け、就労を目的とした自立支援計画により就労できた人数。困窮から
の経済的な自立につながったことを示すため指標とした。

事業3 中野くらしサポート（自立相談支援事業）

事業１ 中野就職サポート

【概要】
　区が東京労働局、新宿公共職業安定所と協定して設置した中野就職サポートで、被保
護者及び生活困窮者に対して就労支援を実施する。

10か年計画（第３次） Ⅵ-4ア①就労支援による自立支援の推進

事業2 中野就労セミナー（就労準備支援事業）

【概要】
　稼働能力はあるが就労意欲が未形成などで、すぐに一般就労に就くことが難しい被保
護者及び生活困窮者に対して、基本的な生活習慣の獲得やコミュニケーション能力の向
上、就職に必要な知識やマナーの獲得のための支援を行う。また、就職後は定着支援を
行い、就労の定着及び自立促進を図る。

10か年計画（第３次） Ⅵ-4ア②若年無業者等の職業的自立支援の推進

【概要】
　生活困窮者が気軽に相談できる自立相談支援の窓口を設置し、困窮者の課題に応じた
自立支援計画を策定するとともに、困窮からの脱却に向け、課題に応じた包括的な支援
を継続的に行う。

10か年計画（第３次） Ⅵ-4ア①就労支援による自立支援の推進

事業4 学習支援事業

【概要】
　生活困窮世帯の小学６年生と中学３年生に学習支援を行う。小学生は学習の仕方を身
に付け、学習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策としての学習指導により高
校への進学を目指す。また、保護者には学習方法のアドバイスや受験についての情報提
供などを行う。

10か年計画（第３次） Ⅵ-4ア③低所得世帯の子どもに対する学習支援


