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は じ め に

本書は、「生活保護運用事例集 ２０１３」の改訂版です。

   前回の発行以降、生活保護制度においては、就労自立を促すための給付金の創

設、不正・不適正受給対策の強化（徴収金についての保護費との調整・福祉事務所の

調査権限の拡大）、住宅扶助基準の改正（世帯人員の細分化、床面積による限度額の

導入）など、多くの実施要領の改正が行われました。また、保護の決定実施上関係の

深い他法制度の改正もありました。

  本書は、これらの制度改正に伴う実務上の取扱いを示すとともに、最近寄せられた

疑義照会事例のうち参考となりそうなものをできる限り盛り込み、福祉事務所の課題

に応えることを目指しています。本書を、生活保護の決定及び実施において基本とな

る「生活保護手帳」「生活保護手帳別冊問答集」「生活保護関係法令通知集」などと

併せて、御活用されるよう、お願いします。

   平成２９年３月

東京都福祉保健局生活福祉部保護課
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問６－３ 最低生活費の日割り計算の方法（保護施設の場合）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－９０

問６－４ 東京都国民健康保険団体連合会が行う保護施設事務費等の支払代行について－－－－－－－－－－－－－－－９９

問６－５ 施設等入所者の基準の算定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１００

問６－５－２ 障害者居住支援事業を利用する世帯の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０５

問６－６ 障害児施設入所児童の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０５

問６－６－２ 障害児施設の入所加齢児について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０６

問６－７ 障害者総合支援法の療養介護医療により医療機関に入院した者の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０７

問６－８ 児童相談所に一時保護された児童の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０７

問６－９ 軽費老人ホーム入所者の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０８

問６－９－２ 高齢者虐待により他法施設を利用した場合の基準計上－－－－－－－－－－－－－－－－１０９

問６－９－３ 救護施設等保護施設一時入所の基準生活費の算定について－－－－－－－－－－－－－－－－１１０

問６－９－４ 自立援助ホームの基準生活費の算定について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１０

問６－９－５ 都中部総合精神保健センターの一時入所事業及び短期宿泊事業を利用した場合の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－１１１

問６－10 婦人保護施設入所者の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１２

問６－10－２ 婦人保護施設　慈愛寮から入院して出産する場合の基準生活費－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１３

問６－11 入院患者の外泊に伴う食事代の算定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１４

問６－12 福祉ホーム等への外泊・試験入所の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１４

問６－13 施設入所者が外泊した場合の基準の算定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１５

問６－14 光熱水費等の負担がない世帯の基準の算定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１６

問６－15 年齢不明の被保護者に対する基準生活費の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　１１６

問６－15－２ 地区別冬季加算の特別基準額の適用（新設）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１７

　２　加算

問６－16 「月の初日」に加算の変更等の事由が生じた場合－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１１８

問６－17 「月の中途」の退所と加算計上－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２０

問６－18 施設等入所児童と母子加算－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２１

問６－19 内縁の解消と母子加算－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２１

問６－20 愛の手帳と障害者加算の認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２２

問６－21 障害者加算の認定と関連する年金等の裁定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２３

問６－22 精神障害者保健福祉手帳と障害者加算の認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２７

問６－23 精神障害者保健福祉手帳による障害等級の認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２８

問６－24 精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の認定時期－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１２９

問６－25 重度障害者加算の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３０

問６－26 家族介護料の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３１

問６－27 他人介護料の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３２

問６－28 他人介護料と介護扶助－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３３

問６－29 在宅患者加算の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３４

問６－30 結核患者以外の在宅患者加算の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３４

問６－31 児童養育加算の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３８

問６－32 介護保険料加算の認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１３９

問６－33 介護保険料加算と代理納付－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４２

　３　臨時的一般生活費



問６－34 保育所入所支度費の支給－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４４

問６－35 おむつ代の計上方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４４

問６－35－２ 特別な事情における布団代の支給について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４５

問６－36 家具什器費（暖房器具を除く）の認定基準－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４５

問６－36－２ 家具什器費（暖房器具）の認定基準（新設）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４６

問６－37 入院患者との連絡に要する移送費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４７

問６－38 精神科デイケア参加移送費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４７

問６－39 断酒会宿泊研修会への参加移送費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４８

問６－40 家財保管料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１４９

問６－41 家財処分料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５０

問６－41－２ 就労活動促進費の取扱いについて－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５１

　４　教育費

問６－42 教育扶助の対象及び支給方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５４

問６－43 一括交付した教育扶助費の返還－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５４

問６－44 私立小・中学校での就学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５５

問６－45 居住する地域での学校選択制が認められている場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５６

問６－46 公立の中等教育学校での就学－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５６

問６－47 教育扶助の適用年齢－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５７

問６－48 夜間中学校に在学する者の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５７

　５　住宅費

問６－49 公営住宅の共益費及び保証金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５８

問６－50 都営住宅使用料制度－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１５８

問６－51 長期入院者の都営住宅使用料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６０

問６－52 住宅扶助等の代理納付－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６０

問６－53 都営住宅使用料滞納世帯への対応－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６２

問６－54 転居後に係る住宅費の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６３

問６－55 特別基準額（１．３～１．８倍額）の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６４

問６－56 基準額を超える家賃の住宅に居住する世帯からの保護申請－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６６

問６－57 基準額を超える家賃の住宅に居住している単身世帯の転居指導－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６７

問６－58 単身入院患者の退院時における住宅確保のための住宅費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６８

問６－59 敷金等の額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６８

問６－59－２ 保護開始時の敷金支給－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６９

問６－60 契約更新料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１６９

問６－60－２ 障害者グループホーム利用者に対する住宅扶助の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７１

問６－61 住宅維持費の年額の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７３

問６－61－２ 住宅維持費と家具什器費との区分－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７４

問６－62 家屋補修と家主の修繕義務－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７４

問６－62－２ 安否確認のため玄関や窓を破壊した場合の住宅維持費－－－－－－－－－－－－－－－－１７５

問６－63 住宅維持費と居宅介護住宅改修費の併給－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７６

問６－64 水洗便所への改造工事－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７６

問６－64－２ 床面積の取扱いについて（新設）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７６

問６－64－３ 床面積の単位として畳数が記載されている場合の取扱いについて（新設）－－－－－－－－－１７９

　６　出産費

問６－65 出産扶助における入院に要する費用の額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８０

問６－66 入院助産と出産扶助－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８０

問６－67 妊娠・出産にあたっての取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８１

　７　生業費、技能修得費（高等学校等就学費を除く）及び就職支度費



問６－68 技能修得費の特別基準－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８５

問６－68－２ 通勤用自転車の購入費用について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８５

問６－69 自立支援プログラムに基づく技能修得の場合の特別基準－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８６

問６－70 ヘレンケラー学院委託生の技能修得費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８７

問６－71 精神障害者社会適応訓練事業による手当等の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８８

問６－72 雇用対策法による訓練手当の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８９

問６－73 日本語修得と生活保護－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９１

　７－２　技能修得費（高等学校等就学費）

問６－74 就学扶助の給付対象の範囲について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９３

問６－75 通学費の支給について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９５

問６－76 通学用自転車の購入費用について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９６

問６－77 授業料、入学料、受験料の基準算定について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９６

問６－77－２ 高等学校等就学支援金の給付を受けている生徒に対する私立高等学校

授業料の算定について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９７

問６－78 修学資金貸付と就学扶助の関係について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９８

問６－79 私立高等学校等授業料軽減補助と就学扶助の関係について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９９

問６－80 稼働能力活用と就労収入からの就学費用控除について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９９

問６－81 学資保険の満期保険金と就学扶助の適用について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２００

問６－82 世帯内就学者の留年、中退、課程の変更等の場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０１

　８　葬祭費

問６－83

との関係－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０２

問６－84 葬祭扶助と死体解剖保存法との関係－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０３

問６－85 葬祭扶助と実施責任等の取扱い (１) １８条１項適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０４

問６－86 葬祭扶助と実施責任等の取扱い (２) １８条２項１号適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０４

問６－87 葬祭扶助と実施責任等の取扱い (３) １８条２項２号適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０５

問６－88 葬祭扶助と実施責任等の取扱い (４) １８条２項２号適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０５

問６－89 単身者に対する葬祭扶助の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０８

問６－89－２ 単身者に対する葬祭扶助の適用(成年被後見人の場合)－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２０９

問６－90 遺留金品の処理方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１０

問６－91 外国人の遺留金品－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１１

問６－92 手術で切断した手足の火葬料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１２

問６－93 火葬料基準額加算について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１２

第７　収入の認定

　１　就労に伴う収入

問７－１ 就労収入の３か月平均による認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２１７

問７－２ 翌月収入充当の方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２３

問７－３ 過去に働いた賃金の一括受領－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２５

問７－４ 退職後に就労収入があった場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２５

問７－５ 高校生の就労収入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２６

問７－６ 給料を差し押さえられている場合の収入の認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２７

問７－７ 更生施設入所者の更生積立金について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２２７

問７－８ 自立生活援助事業(社会生活復帰促進事業)利用ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－２３１

問７－９ 自立支援システム利用ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３１

問７－９－２ 東京都重度脳性麻痺者介護事業により支給される手当の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３２

問７－９－３ 就労継続支援等の工賃の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３３

葬祭扶助と「墓地、埋葬等に関する法律」及び「行旅病人及行旅死亡人取扱法」



問７－９－４ 生命保険外交員の収入認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３３

　２　就労に伴う収入以外の収入

問７－10 収入認定と法第６３条（１）生命保険の入院給付金等の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３５

問７－11 年金担保貸付・恩給担保貸付制度による貸付金を消費し、保護申請した者の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３６

問７－11－２ 福祉医療機構が行う年金担保貸付利用者に係る情報提供－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３８

問７－11－３ 日本政策金融公庫が行う恩給担保貸付利用者に係る情報提供－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２３９

問７－12 保護受給中に、年金を担保として貸付を受けた場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４１

問７－13 収入認定と法第６３条（２）年金等公的給付金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４２

問７－13－２ 収入認定と法第６３条（３）年金時効特例法の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４３

問７－13－３ 年金支払遅延加算金法により支給された加算金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４５

問７－13－４ 恩給の収入認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４５

問７－14 児童扶養資金の収入認定上の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４６

問７－15 火災保険等（掛け捨て型）等の戻り分の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４６

問７－16 地方公共団体が年末等の時期に支給する見舞金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４７

問７－17 退職金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４７

問７－18 所得税の還付金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４８

問７－19 「その他公の給付」及び「その他の臨時的収入」の対象収入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４８

問７－19－２ 開始時保有株式の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２４９

問７－19－３ 求職者支援制度による職業訓練受講給付金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５０

問７－19－４ 削除(東京都介護職員処遇改善交付金の取扱い)

　３　収入として認定しないものの取扱い

問７－20 国もしくは地方公共団体により行われる貸付金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５１

問７－20－２ 緊急小口資金及び臨時特例つなぎ資金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５２

問７－20－３ 生活福祉資金を借り入れて冷暖房設備（日常生活に必要な生活用品）を

購入する場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５３

問７－21 保育所等入所支度金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５５

問７－22 養護老人ホーム入所者に支給される「おこづかい」の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５６

問７－23 住宅建て替えに伴う移転料（移転助成費）の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５６

問７－24 敷金返還金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５７

問７－25 福祉的給付金の特例的取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５８

問７－26 東京都心身障害者扶養年金制度及び心身障害者扶養共済制度の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２５９

問７－27 老人福祉手当の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６０

問７－28 重度心身障害者手当の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６２

問７－29 重度心身障害者手当の預託－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６４

問７－30 児童育成手当の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６５

問７－30－２ 原爆被爆者見舞金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６６

問７－31 各種制度により支給される介護料の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６６

問７－32 高校就学に伴う貸付金等の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６７

問７－32－２ 高校就学中の就労収入から「就労や早期の保護脱却に資する経費」を

認定する場合の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２６８

問７－32－３ 既に収入認定除外を行った「就労や早期の保護脱却に資する経費」を

目的外に使用した場合等の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７０

問７－33 離婚に伴う養育費、慰謝料の収入認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７１

問７－34 交通事故被害に伴う補償金等の収入認定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７１

　４　就労に伴う必要経費、その他の必要経費

問７－35 個人タクシーの必要経費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７２

問７－36 生命保険の外交員の必要経費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７２



問７－37 特別控除を行う場合の収入年額－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７３

問７－38 特別控除を年２回以上に分けて行う場合の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７３

問７－39 シルバー人材センター及び小規模作業所の会費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７４

問７－40 傷病手当金からの社会保険料の控除の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７４

問７－41 就労に伴う託児費用の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７５

問７－42 インターネット等を用いた収入の認定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７５

第８　保護の決定

問８－１ 保護開始時の要否判定に用いる費目－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２７９

問８－２ 保護開始時の要否判定時の収入充当に用いる費目－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８１

問８－２－２ 年金から特別徴収されている国保料の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８３

問８－３ 保護開始時に申請者の所持する金銭の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８３

問８－４ 給料・年金等の推定残額の算出方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８６

問８－５ 申請時所持金がある場合の要否判定及び程度の決定の具体例－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２８７

問８－６ 福祉的給付金と保護の要否判定及び程度の決定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２９５

問８－７ 保護開始時の要否判定に用いる医療費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２９７

問８－８ 入院時のおむつ代と保護の要否判定－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２９９

問８－９ 低所得者の特例措置の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２９９

問８－10 医療費及び食事標準負担額の特例措置の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－３００

問８－10－２ 入院時生活療養費の特例措置の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３０２

問８－11 介護老人福祉施設入所者の要否判定と境界層該当証明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３０３

問８－11－２ 障害者施設入所者の要否判定と境界層該当証明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３０６

問８－12 移管ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１１

問８－13 移管ケースの手持ち金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１２

問８－14 保護施設入所事務の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１４

問８－15 救護施設「救世軍自省館」への入所事務の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１６

問８－16 保護施設事務費等の収入充当順位－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１７

問８－17 月の中途での保護施設入退所の場合の保護費等の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１８

問８－18 保護施設等の入所者が短期入院した場合の保護施設事務費－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３１８

問８－19 路上生活者に対する保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２１

問８－19－２ 簡易宿所等の利用について（新設）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２２

問８－20 簡易宿所からの居宅移行について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２３

問８－20－２ 無料低額宿泊所からの居宅移行について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２４

問８－20－３ 削除

問８－21 入院して保護を適用していた路上生活者が退院する場合の留意点－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２５

問８－22 路上生活者対策事業を利用している場合の保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２５

問８－23 養護老人ホーム入所者に対する保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３２８

問８－24 削除

問８－25 東京都女性相談センター（一時保護所）入所者に対する保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　３３０

問８－26 高齢者虐待防止法による居室確保の措置を受けた者への保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３２

問８－27 ダルク入寮者に対する保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３４

問８－28 警察官署等に拘束された者に対する保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３４

問８－29 被保護者が警察官署に留置された場合の保護の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３５

問８－30 更生保護事業による保護を受けている者の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３８

問８－31 扶助費の再支給額の算定方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３３８

問８－32 誤って受けた保護申請の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３４０

問８－33 日用品費の累積金の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３４１

問８－34 被保護者の累積金について－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３４４

問８－35 保護停止中の者の収入の取扱いと停止の解除－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３４６



問８－36 海外渡航者の海外滞在期間中の保護の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３４８

問８－37 保護廃止の際の要否判定に用いる基準及び収入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５０

問８－38 保護廃止の際の要否判定と扶助費の計算及び廃止の時期－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５１

問８－39 定期的な収入のある者の月の途中廃止－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５３

問８－40 医療費自己負担金のある者の月の途中廃止－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５４

問８－41 保護費未受領での、所在不明による保護廃止－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５５

問８－42 自己都合による退院ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５６

問８－43 自己都合による退所ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５７

問８－44 長期不在ケースの取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５７

問８－45 単身者の被保護者が死亡した場合の保護費の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５８

問８－46 辞退届の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３５９

問８－47 急迫した要保護者を発見した場合－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６０

第９　保護決定上の指導指示及び検診命令

問９－１ 保護の申請受理の時期－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６３

問９－１－２ 保護申請書の書式及び口頭による保護申請について－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６４

問９－１－３ 保護申請時におけるマイナンバーの取扱いについて（新設）－－－－－－－－－－－－－－－３６５

問９－２ 法第２７条に基づく口頭による指導の内容を書面で交付した場合－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６６

問９－３ 法第２７条に基づく文書指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６７

問９－４ 就労指導のための文書指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３６９

問９－５ 来所を求める文書指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７０

問９－６ 申告書類の提出を求める文書指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７１

問９－７ 保護施設入所時における指導・指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７２

問９－８ 保護施設利用者の管理規定遵守についての指導・指示－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７３

問９－９ 法第２７条の２に基づく相談及び助言－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７３

問９－10 保護開始時における稼働能力活用と保護の適用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７４

問９－11 保護施設入所者の自己負担分の納入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７５

問９－12 就労斡旋依頼の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７５

問９－13 自立更生計画書の作成－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７９

問９－14 援助が困難と予想される事例の自立更生計画書作成－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３７９

問９－15 自立支援プログラムによる自立助長の促進－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３８０

問９－16 検診命令の取扱い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３８３

問９－17 別様式の検診書を用いる検診命令－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３８４

問９－18 保護開始に至らなかった場合の検診費用の支払い－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３８８

第１０　訪問調査等

　１　訪問調査

問１０－１ 開始時の訪問調査及び定期訪問の時期と方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９１

問１０－２ 処遇上の目的実現のための訪問の方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９３

問１０－３ 入院入所ケースの訪問の時期と方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９４

　２　関係機関調査

問１０－４ 預貯金の状況についての調査－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９６

問１０－５ 生命保険等の調査－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９８

問１０－６ ２９条調査の意義と実施方法－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３９９

問１０－７ 就労状況及び収入に関する調査－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４００

第１１　保護費の返還、徴収
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第１章 世帯認定

この章で扱う事項

世帯認定について

・児童養護施設入所児童と出身世帯の関係          ・・・問１－１

・同一の住居に生活する者を別世帯として認定する事例    ・・・問１－２、３

・世帯員の一部が施設入所中の場合の取扱い             ・・・問１－４

世帯分離について

・世帯員の一部が保護の要件を欠く場合の取扱い     ・・・問１－５

・世帯員の一部に保護を適用する場合の要否判定     ・・・問１－６

・施設入所者の世帯分離                                ・・・問１－７

・世帯分離の見直し                                    ・・・問１－８

・就学者の世帯認定                                    ・・・問１－９

・障害者グループホーム入所者の世帯認定            ・・・問１－10

キーワード

【世帯単位の原則】
  生活保護の適用にあたっては、世帯を単位として、保護の要否及び程度を判断する。

  これは、社会生活において、通常は世帯を単位として生計が営まれていることからであ

る。したがって、生活困窮についても、同一生計に属する全ての世帯員に同時に共通し

てあらわれるものとして、援助を行うとすれば、世帯単位で行う必要があるものととら

える。

  しかしながら、保護の実施上、この原則を徹底することが、かえって世帯員の自立助

長を妨げるような結果をまねく場合もあることから、保護の実施要領では、「世帯分離」

（局第１－２(1)〜(8)及び５(1)〜(3)参照）を行って一部の世帯員のみに保護を適用する

ことを認めている。

  昨今、DVケースやニートの世帯など、機械的に世帯単位の原則を当てはめることが適

当でない事例もあり、世帯認定にあたっては、要保護世帯の状況を十分見極めることが

求められる。

【世帯の認定】
  生活保護法上の「世帯」とは、主に生計の同一性に着目して、現に家計を共同して消

費生活を営んでいる世帯をいう。したがって、必ずしも、住民票上や税制上の世帯との

一致を前提とするものではなく、保護の実施にあたっては、実施機関において保護を行

う世帯について「世帯の認定」をして、保護を適用する世帯員を確定する必要がある。

   同一居住、同一生計が世帯認定の基礎であるが、生計関係については、居住者相互の

関係（親族関係の有無、濃密性等）、家計収支の状況や消費材及びサービスの共有度合

などを勘案のうえ、補足的な資料として各種届出事項等の記載事実（戸籍・住民票等）

などもふまえ、個々の事例に即して適正な世帯認定を行う。

  また、同一の住居に居住していなくても、社会生活上同一世帯と認定するのが適当な

場合（出稼ぎ就労中の者、寄宿舎にいる生徒、入院中の患者など）には、同一生計を営

む者として取扱い、同一世帯認定を行うことになる。
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（問１－１） 児童養護施設入所等児童の世帯認定

  児童養護施設に入所している等の児童を持つ世帯から、保護の申請があり、保

護を開始することとなった。

  この場合、入所中等の児童の世帯認定はどうなるか。

児童養護施設入所児童と出身世帯とは同一世帯である。

児童養護施設に入所している児童に対しては、施設入所中、医療費を含めて最低生活を

満たすだけの処遇が児童福祉法に基づき行われることから、当該児童を除いた世帯員につ

いて、基準の算定を行うことで足りるものである。

しかしながら、その世帯が被保護世帯であるときは当該児童も被保護世帯の一員である。

つまり、施設入所中の生活需要が児童福祉法によって賄われているがために、当該児童に

ついての最低生活費の計上を行わないことにしているに過ぎない。

したがって、児童福祉法による給付が行われず、かつ、生活保護法において保障すべき

需要が生じたときには、その限りにおいて、被保護世帯の一員としての保護の適用を行う

ことが必要となってくる。

そのために、当該児童を「被保護世帯の一員ではあるが、児童福祉法による給付によっ

て生活需要が満たされている間は、最低生活費の認定の要がない者」と位置づけた上で、

保護決定調書等に、世帯員として記載しておかなければならない。

また、被保護世帯の児童が、養子縁組を前提とした「養子縁組里親」、養子縁組を前提

としない「養育家庭」のもとで養育される場合も、養子縁組までの間あるいは養育家庭で

養育される間は、養育手当が支給されるので、児童養護施設入所中の児童と同様「最低生

活費の認定の要がない者」と位置づけた上で、世帯員として記載しておく。

なお、当該児童については、期末一時扶助、母子加算及び児童養育加算の対象とはなら

ないものであることに注意を要する(児童養育加算については、被保護世帯員である養育者

に児童手当が支給されている場合は、対象となる。)。

その上で、施設から一時帰宅（外泊）した場合には、帰宅に伴う移送費（施設から支給

されない場合）及び帰宅中の食事代（一人世帯に適用される額）を認定して、支給するこ

ととなる。同一世帯に複数名の児童が同時に一時帰宅する場合であっても、それぞれ一人

世帯として食事代の認定を行う。なお、帰宅期間中も施設から児童に対し生活訓練を目的

とした「こづかい」が支給される場合があるが、最低生活費に充当する収入というより、

生活訓練の手段とみなすべきものと考え、収入としては認定しない。

基準計上については、問６－５「施設等入所者の基準の算定」及び問６－13「施設入所

者が外泊した場合の基準の算定」を参照されたい。

また、夏休み等で長期帰宅する場合は転入扱いとなるので留意されたい。
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（問１－２） 同一居住での別世帯認定

  甲は、３年前から、乙が借受人となっているアパートで同棲生活をしていたが、

最近になって乙が暴力を振るうようになり、生活費も渡さなくなった。甲は、心

臓が弱く、医師から就労は止められている。乙からは早く出て行けと言われてい

るが、自分自身の手持ち金がまったく無く、他に頼れる者もいない。今後の生活

のために住居の確保をしなければならないことと、生活費、医療費に困窮してい

ることから、保護の申請があった。

  この場合、甲を単身世帯として保護を適用することができるか。

同一世帯であるかどうかは、まず、居住を一にしているか、生計を一にしているかとい

う観点から判断するが、居住者相互の関係（親族関係の有無、濃密性）がどうであるかも

重要な目安となる。

さらに、消費財・サービスの購入や消費の状況、家事労働の分担、戸籍・住民基本台帳

の記載事実等の正確な把握に基づいて、個々の事例に則して適正な世帯認定を行うことが

必要である。

設問の場合、乙が暴力を振るう、あるいは、生活費を渡さなくなった等の生活の実態か

ら内縁関係は終了していると判断される。それゆえ、家計を共同にして消費生活を営んで

いるとは認めがたい（生計の同一性なし）。

また、早く出ていけと言われていること等から、今後の関係修復は著しく困難であり、

当然に同居の継続も期待できないものと認められる。

したがって、保護申請の時点では、甲は単に乙のアパートにまだとどまっているにすぎ

ない状況と判断され、このような場合には、生計を同一としない客観的事実が確認される

のであれば、同一居住という点にこだわることなく、別世帯と認定するべきである。

したがって、乙のアパートをそれまでの居住の連続性から居住地としつつも、甲に単身

者として保護を適用し、転居費用を認定することとして差し支えない。

この設問は、内縁関係にある者の事例であるが、婚姻関係にある者の場合には、婚姻関

係の事実上の破綻と生活保持義務関係の解消が同時に認定できない事例も多く、離婚手続

を行う意思や実際の届出の有無について確認する必要がある。しかしながら、生活保護の

適用にあたっては、正式な離婚が保護の前提条件となることを意味するものではないので、

十分に留意すること（婚姻中であっても一方が遺棄されている状態でかつ困窮状態が認め

られるのであれば、急迫による保護の適用のうえ、配偶者に扶養の履行を求める場合も考

えられる）。
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（問１－３） 知人宅等に一時的に身を寄せている者からの保護の申請

  失職により半年間路上生活を送っていた甲は、１か月前から一人暮らしの友人

宅に身を寄せて求職活動をしていた。ところが、病気となり通院しなければなら

なくなった。

  友人も収入が多いわけではなく、医療費を負担することができず、生活の援助

も限界になったとして甲のみ生活保護を受けたいと相談があった。

    この場合の世帯認定をどうすればよいか。

甲の居住実態は、友人宅にあるのは事実であるが、友人宅が生活の本拠地となりうるか

どうかがポイントとなる。その基準として、それまでの居住実績や今後の居住の期待可能

性などから判断することになる。

設問の場合、①甲が一時的に友人宅に身を寄せていたに過ぎず、生活の本拠を定めたわ

けではなく、早急に友人宅を出なければならないと判断される場合には、友人宅を現在地

としつつ、アパート転宅までの間は単身者として保護をすることとなる。②友人宅に３か

月以上同居した後に、これ以上友人宅に居住できなくなって相談があった場合は友人宅を

居住地とした上で①と同様の保護を適用。③今後も友人宅にとどまり生計を一にしていく

ということであれば、同一世帯と見ることになる。

また、ＤＶ等で婚姻状態のまま夫の元から逃げてきて、知人宅に仮住まいしている母子

などの例についても、上記の考え方をとる。特に、逃げ母子の場合、生活保持義務関係に

ある夫との世帯認定が問題となるが、その避難が一時的なものではなく離婚を前提とした

ものであれば、実質的に夫婦関係は破綻しており、単独の世帯として認定すべきである。

なお、最低生活費の認定に当たっては、保護の対象とする者の需要の実態をふまえて、

計上すべきであり、現に援助が行われている部分は、金銭であればその金額を、物品等で

あればその金銭換算した相当額を収入として認定を行うことになる。

（問１－４） 夫婦のうちの一方の介護老人福祉施設入所

  甲と乙の夫婦はそれぞれの年金収入があるが、子供が転出したあと、保護を受

けて二人だけで暮らしていた。このたび、甲は介護老人福祉施設に入所すること

となったが、乙はこれまでどおり居宅生活を続けるつもりである。甲は自分の年

金収入をもって施設での生活が可能であることから、今後は夫婦別々の世帯とし

て取り扱ってもらいたいとの申し出があった。

  居住を異にし、それぞれの独立した生計を営むということをもって、この二人

を別世帯として取り扱い、乙のみを保護することが可能か。
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ただちに別世帯認定とすることは適当でなく、以下のような点を検討し、判断すること

になる。

世帯員の一人が施設に入所した場合は、居住を別にしているが、施設入所者と出身世帯

との生計維持関係がまったく途絶え、帰来の見込みもまったくない場合のように同一世帯

として認定することが不可能な場合は別として、本来的には同一世帯として認定すべきで

ある。

しかしながら、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（老人福祉法の措置の場合）及び

介護老人福祉施設については、救護施設等と同じく、施設入所者と出身世帯員とを同一世

帯として認定することが適当でない場合には世帯分離の取扱いが認められている。設問の

場合は、生活保持義務関係にある者の分離となるので、世帯分離を行わないとすればその

世帯が要保護世帯となるときに限られることとなる。

したがって、甲乙の収入の合計が介護老人福祉施設入所者（甲）と居宅生活者（乙）の

２人分の保護の基準を下まわるときは、世帯分離の取扱いをすることによって、乙のみを

保護することが可能となる。この場合、甲の年金収入が少額で、国民健康保険の保険料、

その他、介護老人福祉施設入所中の諸経費等がようやく賄われる程度で乙への仕送りが期

待できないときは、問題が生じない。

しかし、世帯全体としては、要保護状態にあるとしても、収入が甲の方に偏していると

きには、直ちに世帯分離を行うことが適当でない場合も生じる。

ただし、このような場合においても、その余裕分について適正な仕送りが行われる場合

には、甲をあえて被保護者とするまでもなく世帯分離をした方が適切な場合が考えられる。

＊生活保持義務関係・・・夫婦又は親の未成熟の子（中学３年以下の子をいう。）に対す

           る扶養義務関係

＊特養旧措置入所者からの保護申請への対応（平成１２年３月・所長会資料）

１ 開始時の手持ち金の取扱い   ２ 世帯認定

局長通知第１－２－ (8)
生活と福祉・昭和62年１月

（問１－５） 保護の要件を欠く者に対する世帯分離

  世帯員のうちに稼働能力があるにもかかわらず、収入を得るための努力をしな

い等保護の要件を欠く者があるとき、他の世帯員が真にやむを得ない事情によっ

て保護を要する状態にある場合には、要件を欠く者を分離して保護の対象から外

し、他の世帯員のみを保護することができることになっている。

  この取扱いを行う場合の留意点について示されたい。
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生活保護制度の趣旨の説明、本人の稼働能力の判断等が適切に行われていることを前提

に、まず、本人による求職活動を促すための助言、指導を行うこととするが、それが適当

でない場合には、職業安定所への連絡、紹介等について必要な指導指示を口頭で行うこと

となる。

これによってもなお目的を達成できないときは、文書による指導指示を行うこととする。

当該被保護者が文書による指導指示に従わなかったときは、弁明の機会を与えた上で、世

帯分離の決定を行う。分離時の保護決定通知書の記載例は、次のようなものが考えられる。

「○○さんに対して、△年△月△日に、生活保護法第２７条の規定により求職活動を行

うことを文書指示しましたが、履行期限の□年□月□日までに従わず、保護の要件を欠く

者と判断しました。このため、生活保護法第６２条の規定に基づきあなたの世帯の保護を

変更し、○○さんを世帯から分離します。」

指導指示を行うに当たっては、必要に応じて、事前に調査、検診命令等を行い状況の把

握に努めるとともに本人の能力、健康状態、世帯の事情、地域の慣行、雇用情勢等につい

て配慮し、指導指示が形式化することのないよう十分留意すること。

分離を行った後は、その者に対する保護は廃止となり、被保護者ではなくなることから、

保護受給中の者に対する指導指示を世帯分離した者に対しては行い得なくなる。しかし、

本人の生活状況についての把握を怠ることなく、分離解除の必要性の有無について絶えず

関心を払い、少なくとも年１回は検討を行う必要がある。

  なお、特に本人が未成年である場合には、本人に係わる状況を適切に把握し、機械的に指

導指示等を行うことのないように十分に配慮すること。

  特に、高校卒業直後等、若年層にある者に対する就労指導については、自立支援プログラ

ムの活用を図るなど、自立に向けての支援を行うことが必要であり、性急な指導指示によ

る世帯分離を行うべきではない。

なお、世帯認定は、実施機関の職権に基づいて行うべきものであることから、世帯分離

を被保護世帯の世帯員からの辞退届の提出によって行うことは適当ではないので留意する

こと。

局長通知第１－２－ (1)
法第27条、第62条   法施行規則第19条

（問１－６） 世帯分離と保護の要否判定

  保護開始時に世帯分離を行おうとする場合、保護の要否判定はどのように行う

べきか。

世帯分離を行う場合、局長通知第１の２の(2)において直系血族の世帯に転入した場合、
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(4)、 (5)のア、イ、エ、(6)及び (8)において保護を受けることになる者とその者に対し生活

保持義務関係にある者とが分離されることとなる場合については、「（世帯分離を行わな

いとすれば、その世帯が要保護状態となる場合に限る。）」等のただし書きが付けられて

いる。

これらの場合には、同一世帯と認定される者全員分を合算した保護の基準と収入とを対

比させた上で、保護の要否を判定しなければならない。

したがって、保護開始時に上記の分離根拠によって世帯分離を行おうとする場合、まず、

世帯全体で保護の要否判定を行い、その結果が保護要の場合に、世帯分離を行うことが可

能となる。

これに対して、分離を行うにあたって世帯全体の要保護性を前提とすることを求めない

分離類型に基づいて、世帯分離を行う場合には、分離に際しての要否の判定は不要である。

つまり、カッコ書き要件がある場合は、世帯全体の保護の要否判定後に世帯分離を行い、

その上で改めて、分離して保護する者について再度、要否判定を行うことになるが、カッ

コ書き要件のないものは世帯分離後に要否判定を行うものである。

生活と福祉・昭和45年５月（実施要領の改正）

別冊問答集 問１－２１

（問１－７） 施設入所者の世帯分離

  施設入所者と出身世帯員とを同一世帯として認定することが適当でない場合は、

世帯分離が認められているが、これは世帯分離を行って、どちらの者を保護する

場合の規定であるか。

施設入所者のみを分離して保護を適用することも、反対に出身世帯員のみを分離して保

護を適用することもできるものである。

後者の場合、施設入所者は保護を受けないこととなるので、出身世帯に一時的に戻る際

の移送費や食費は支給することができないので注意が必要である。

局長通知第１－２－ (8)
生活と福祉・昭和50年５月（実施要領の改正）
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（問１－８） 世帯分離の見直し

  世帯分離により保護を要しなくなった者の非協力により、その者の収入が申告

されず、世帯全体の要保護性が確認できないときは、どのようにすべきか。

世帯分離は、少なくとも年１回の見直しが義務づけられている。保護継続中に分離要件

を満たしているかどうか明らかでなくなったときは、分離は解除されるものである。

したがって、分離の結果保護を要しなくなった者の収入が申告されず、再三の提出要請

にもかかわらず、届け出がなされない場合は、以下によられたい。

１ 保護の実施機関は、まず分離を解除し、当該者を同一世帯と認定する保護の変更決定

を行い、法第27条による口頭指示、さらに法第27条による指示文書を発行し、収入申告

書の提出を求める。

２ 提出があった場合は、それにより保護の要否判定（分離要件の確認）を行う。

３ 提出がなかった場合は、弁明の機会を与えたのち、必要に応じて保護の停・廃止を検

討する。

なお、１の分離の解除を行うに当たっては、あらためて世帯認定そのものの検討も踏ま

えて的確に判断する。

また、長期入院患者の世帯分離で生計の中心者が直系血族から兄弟姉妹等に代替わりし

た等により同一世帯として認定することが適当でない場合には、別世帯として認定すべき

であることに留意されたい。

課長問答 第１の９及び10  

  法第27条、第62条  法施行規則第19条

（問１－９） 就学者の世帯認定等について

    生活保護世帯に属する世帯員が就学している場合の取扱いについて示されたい。

被保護世帯員のうち就学者の世帯認定については、局長通知第１－１、３、４及び５に

示されている。

このうち３、４及び５については世帯の自立助長に効果的であることという前提に立っ

ている。

１は、子が義務教育のために他の土地に寄宿している場合には、居住を一にしていない

が、同一世帯に属していると判断される事例である。なお、「他の土地に寄宿」とは、寮

あるいは何らかの理由により他の親族等のもとで生活していて、卒業後に帰来することが
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前提となっている場合をいい、「義務教育」はあくまでも例示であり、高校、大学等に就

学している者についても同様である。（別冊問答集 問１－１５）

３は、高等学校及び高等学校に準ずる学校で高等教育を受ける場合には保護を受給しな

がら就学できる事例である。

平成１７年度の実施要領改正において、「就学扶助」（生業扶助〔技能修得費〕（高等

学校等就学費））が支給できるようになったことに伴い、「奨学金等により教育費がまか

なわれること」という要件はなくなったが、かつて高校等を修了したことがないという要

件は変わらない。

４は、夜間大学等の場合は一定の要件を充足していれば保護を受給しながら就学できる

事例である。この場合の要件として、就学する者が稼働能力を活用していることが求めら

れる。稼働能力を既に活用し保護の要件を満たしている者が余暇を活用して就学している

場合は、その余暇の時間にどのように過ごそうと自由であり、余暇活用として夜間大学・

各種学校等種別を問わず就学することは保護の実施過程における問題はない。余暇活用の

ため、就労収入から学費等を控除することは認められない。夜間大学等で就学するための

恵与金等については、自立更生に充てられるものとして、収入認定除外の扱いをすること

となる。

５は、

（１）保護開始時にすでに大学で就学している場合

（２）保護受給中に貸与金、給付金等を受けて大学で就学する場合

（３）高校修了後に専門学校等で就学する場合

には、世帯分離することによって就学自体を認めようとする事例である。

（１）（２）について、昼間大学、夜間大学、大学院であるかを問わず世帯分離が認め

られる。（１）は既に就学している者が世帯の自立助長に効果的な就学かどうか判断する

こととなる。（２）に規定する貸与金・給付金は資質の優れた者に対し貸与されるもので

あることから、当該貸与金・給付金を受ける者については自立助長に効果的であるとみな

し、世帯分離を行う。さらに（２）において、特待生による学費の免除等大学が実施する

もので、保護の実施機関が適当と認める場合は、これらを受けて大学で就学する場合にも

世帯分離が可能である。なお、この取扱いにより世帯分離されている者が、自己の生活維

持の範囲を超えて医療費が必要になった場合には、分離を一旦解除し、世帯全体で要否判

定と程度の決定を行った上で保護を適用し、その状態から脱して復学したときには改めて

世帯分離をすることとなる。（別冊問答集問１－５６）

以上のように、就学する者の就学先や条件によって保護の方法が違い、特に夜間大学へ

就学する者については、余暇活用として扱うか世帯分離とするか、状況により判断が異な

るため実態を見極める必要がある。

別冊問答集問１－５５ 問１－５６

生活と福祉（昭和４９年、５０年）５月号
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（問１－１０） 障害者グループホーム入所者の世帯認定

  障害者総合支援法上の共同生活援助を行う住居（障害者グループホーム）入居者に

出身世帯のある場合の世帯認定についてはどうなるのか

別居住であり、局第１－１の各項目に該当しないため、原則として別世帯と認定するこ

ととなるが、世帯の実態として生計を一にしていることがあきらかに認められる場合はこ

の限りではない。

なお、出身世帯と別世帯と認定した場合も、保護の実施責任は、入所前の居住地又は現

在地によって定める。





第２ 実施責任
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第２章 実施責任

この章で扱う事項

実施責任について

・急病で入院した単身者の実施責任         ・・・問２－１〜６         

・路上生活者等についての実施責任         ・・・問２－７、８         

・宿舎その他で生活する者の実施責任        ・・・問２－９〜11         

・入院中の者の実施責任                    ・・・問２－12、13         

・他法による措置等を受けている者の実施責任    ・・・問２－14～18、20〜29

・境界層該当証明の実施者             ・・・問２－19             

・釈放、出所後の要保護者の実施責任         ・・・問２－30、31         

・法第７３条による都費負担ケース       ・・・問２－32             

キーワード

【実施責任】
  生活保護の決定及び実施の事務を行なう福祉事務所を「実施機関」という。（当該福

祉事務所に事務を委任する都道府県知事及び市長等を指していう場合もある。）

  実施機関が要保護者に対する保護を決定実施する際の責任を「実施責任」という。

  保護の実施責任は、概ね次のとおり区分されて定められている。

＜居住地保護＞

      実施機関（福祉事務所）の管轄区域内に居住地を有する要保護者に対する保護

  （「入院前の居住地のある者」又は「居住地はないがその同一管内に確実な帰来先の

  ある入院患者」に対する保護を含む）

＜現在地保護＞

     居住地がない又は明らかでない要保護者に対して、現在地において行なう保護

   ただし、入院と同時に、又は入院を原因として居住地を失った者に対する現在地保

護は、入院前の居住地の福祉事務所が実施責任を持ち、費用負担は法第７３条を適用

する。なお、法第１９条３項の取扱いを適用される施設（法第３０条委託保護、法第

３４条の２の第２項介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への委託保護）に入所

中の者で、入所前の居住地の福祉事務所が実施責任を持つ場合は、法第７３条の適用

はないことに留意する。

＜施設入所保護等の特例＞

   生活扶助を行なうために他管内の救護施設・更生施設に要保護者を入所（委託保護）

  させた場合、老人福祉法に基づく措置によって養護老人ホーム（特別養護老人ホーム

  を含む）に入所した者が入所中に要保護となった場合、介護扶助を行なうために他管

  内の介護老人福祉施設（特別養護法人ホーム）に入所させた場合には、それぞれ実施

  責任についての特例がある。

＜急迫保護＞

   他管内に居住地があることが明らかであっても、要保護者が急迫した状況にある場

  合には、急迫した事由が止むまでの間は、当該要保護者の現在地で保護を行なう。
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第２ 実施責任

（問２－１） 急病で入院した単身者の実施責任（１）

  居住地のない単身者甲がＡ区内で発病し、その場所からＢ区内の乙病院に救急

搬送された。しかし、乙病院が満床であったため、救急車はＣ区内の丙病院に転

送した。丙病院入院後、甲から保護の適用について、Ｃ区の実施機関に連絡があ

った。

  この場合の保護の実施責任はＣ区にあるか。

     発病（Ａ区） → 乙病院（Ｂ区） → 丙病院（Ｃ区）

          救急搬送       満床のため転送      入院

最初の救護地がＡ区であることから、Ａ区が実施責任を負う。

居住地のない入院患者については、原則として、その現在地である当該医療機関の所在

地を所管する保護の実施機関が、保護の実施責任を負うこととなっている。

しかし、この場合は、「①単身者が急病により入院した場合であって、②発病地を所管

する保護の実施機関に対し申請又は連絡を行うことができない事情にあったことが立証さ

れ、かつ、③入院後直ちに保護の実施機関に申請又は連絡があった場合は、救護地とする」

（局長通知第２－１－ (1)ただし書き）に当たるので、Ａ区が保護の実施責任を負うもので

ある。以下は局長通知第２－１－(１)ただし書きの解釈である。

１ 単身者が急病により入院した場合であって

  急病であれば、外科的疾患であるか、内科的疾患であるかを問わない。

２ 発病地を所管する保護の実施機関に対し申請又は連絡を行うことができない事情にあ

ったことが立証され

  この事情とは、急病発生に対する緊急搬送の客観的必要性をいう。救急車、パトロー

ルカー等の公的機関の車によって搬送された場合は、発病地（救護地）及び緊急の事情

等が明確となるが、一般の人の手によって搬送された場合には、事実関係について疑義

が生じることもある。しかし、発病地（救護地）が明確になり、２の要件を満たすなら

ば、救急車、パトロールカー等の公的機関の車による入院に限られるものではない。

  なお、自分で歩いて病院に行き、自ら救護を求めた結果入院となった場合は、病院に

行く前のいずれかの時点で、通常、保護の実施機関に対し申請又は連絡を行うことがで

きると考えられることから、この２の要件を欠いていることになる。

３ 入院後直ちに保護の実施機関に申請又は連絡があった

  救護地（発病地）を所管する保護の実施機関以外の実施機関に対して、申請又は連絡

が行われた場合においても、救護地（発病地）を所管する保護の実施機関が実施責任を

負う。
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（問２－２） 急病で入院した単身者の実施責任（２）

  居住地のない単身者甲がＡ区内で発病し、その場所からＢ区内の乙病院に救急

搬送された。しかし、乙病院では応急処置しかできなかったため、より十分な治

療のできるＣ区内の丙病院に、救急隊によって再び搬送された。

  Ｃ区内の丙病院に入院後、甲から直ちに保護の申請が行われた。

  甲には１万円の所持金があり、これをもって乙病院の医療費程度は支払うこと

が可能な状態である。

  乙病院で受けた応急処置の費用は自費で賄うことができるため、保護の適用が

問題となるのは丙病院での医療からであると考え、Ａ区には実施責任がないと判

断することができるか。

      発病（Ａ区） → 乙病院（Ｂ区） → 丙病院（Ｃ区）

        救急搬送     応急処置の後、転送      入院後、保護申請

丙病院に入院となった直後に保護の実施機関に連絡があった以上、そもそもの発病地で

あるＡ区が、局長通知第２－１－ (1)ただし書きにより保護の実施責任を負うものである。

その上で、甲の持っている１万円は、保護の要否及び程度の決定に際して、申請時の所持

金として評価されることとなる。

ところで、居住地がない者については、その者の現在地によって保護の実施責任が定め

られる。そして、その現在地とは、保護を必要とする状態で保護の申請意思が表示された

あるいは実際の救護が開始されたその瞬間に当該要保護者がいた場所として解されるもの

である。

この現在地保護の考え方から、設問の場合、甲の所持する１万円に着目して、甲が保護

を必要とする状態になったのは乙病院での応急処置が終了した時点以降である、と考える

ことが可能であるかに思われる。そのように考えた場合には、Ａ区には保護の実施責任が

ないこととなる。

しかし、甲の所持する１万円は、乙病院での医療費部分の支払いが単に可能であったと

いうに過ぎない。急病発生から丙病院入院に至るまでの連続的な経過の後、直ちに保護の

申請がなされている以上、甲の保護申請を受け止めるべき保護の実施機関はＡ区である。

その上で、Ａ区は、甲に対して、保護の適用が必要か否かを判断することとなる。

そして、要保護者の所持する金銭が、月を単位とした保護の要否判定を行えば否となる

ほどの額であったならば、Ａ区の実施機関は申請却下あるいは職権開始の要なしと判断す

ることになる。
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（問２－３） 急病で入院した単身者の実施責任（３）

  居住地のない単身者甲がＡ区内で発病し、救急車により、乙病院（Ｂ区）に措

置入院となった。甲は、数千円程度の所持金があったが、病院の医療ケースワー

カーの勧めもあって、入院直後に保護の申請を行った。

  この事例について、医療費が他法における公費医療で賄われる場合、入院日用

品費分も入院後数日間程度は心配ないとすると、甲の保護申請は却下されること

になるのか。

  更に、数千円の所持金を使い果たした後は、病院所在地であるＢ区が実施責任

を負うことになるか。

      発病（Ａ区） → 乙病院（Ｂ区）

        救急搬送     措置入院、保護申請

甲の保護申請を受けるべき保護の実施機関はＡ区であり、申請を受けたＡ区は、要保護

性が確認されれば、保護を開始しなければならない。

なぜならば、この保護申請の事例は、局長通知第２－１－ (1)ただし書きの場合に当ては

まっており、発病地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うことになるからである。

Ａ区は、入院時点での保護の要否の判定を行い、甲が、入院患者日用品費の基準額に満

たない所持金しかなく、保護の要件を満たしていると判断されるときには、保護を開始す

ることになる。数千円の所持金があるからといって、「発病・入院から、数千円の所持金

を消費するであろう数日の間は、要保護状態にない」と、判断することは誤りである。あ

くまでも、月を単位として要否判定を行わなければならない。

これに対して、入院後しばらくの期間は自分の所持金をもって入院生活を続け、その後

に困窮して保護申請に及んだ場合は、事情がまったく異なってくる。この場合は、単なる

入院中の者からの保護の申請であるため、保護の実施責任は病院所在地たるＢ区が負うこ

ととなる。
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（問２－４） 急病で入院した単身者の実施責任（４）

  居住地のない単身者甲が、Ａ区内で発病し同区内の乙病院に救急搬送された。

病院から連絡を受けたＡ区福祉事務所では直ちに病院を訪問し、甲と面接をした。

甲の話から次のことがわかった。

  当日の朝、体調が極めて悪かったため、近くのＢ区福祉事務所に相談に行った。

Ｂ区福祉事務所では特診券を発行し、丙病院に受診させた。ところが、丙病院で

は診察と投薬はあったものの、その日限りの治療で終わりとされた。同じ日に甲

はＡ区内に来て、路上を歩いていたところ、倒れてしまい、救急入院するに至っ

た。

  この場合、甲に対する保護の実施責任はどうなるか。

相談（Ｂ区） → 丙病院（Ｂ区） → 路上（Ａ区）→ 乙病院（Ａ区）

     特診券  １日外来医療のみ   発病       救急入院

Ｂ区で相談を受けた時点での要保護状態が継続したまま、乙病院に入院となったことが

明らかな場合には、最初に相談を受けた、Ｂ区の実施機関が保護の実施責任を負うべきで

ある。

ところが、設問の場合、丙病院では診察・治療が行われており、その限りでは要保護状

態の継続が明らかである、とは言えない。また、Ｂ区が、甲の相談に対して、必要なでき

得る限りの対応を行っていないとも言えない。

しかし、結果として、その日のうちに具合が悪くなり、救急入院となったため、現実に

保護の適用が必要な事態となってしまっている。

このように、最初の相談段階での要保護状態がそのまま継続していたか否かの判断には、

困難が伴う事例が少なくない。

したがって、実施機関相互の見解の違いによって、要保護者に対する保護の実施責任の

回避を防止するために、次のとおり取扱いを定めることとする。

１ 相談時点では、要保護状態にあったか否かが明らかではない場合でも、実際にその日

のうちに保護を要する状態となったときは、初めの要保護状態が継続しているものとみ

なして、最初に相談を受けた保護の実施機関が実施責任を負う。

  なお、この取扱いは、都内の実施機関相互においてのみ適用するものである。

２ 相談時点での要保護状態の継続の確認が困難な場合で、相談を受けた翌日以降に入院

等保護を要する状態となったときは、新たに要保護状態となったものとみなす。
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（問２－５） 急病で入院した単身者の実施責任（５）

  外国籍（国籍不明を含む）の者の場合の実施責任及び保護の適用について

    １ 外国籍（国籍不明を含む）の者が、Ａ区内で倒れＢ区内の病院に救急搬送

   された。病院からの連絡によりＡ区福祉事務所が調査を行ったところ、Ｃ区

   に住居地があることが判明した。

  ２ 上記の状態で、在留カードの所持をしていない国籍不明の者が救急搬送に

より入院し、病院から連絡があった。この場合の実施責任及び保護の適用はど

うなるか。

１ 外国人で保護の準用が可能な者の保護の実施責任は、在留カード又は特別永住者証明

書に記載されている住居地を所管する福祉事務所がこれを負うこととなる。したがって、

設問の場合は、原則的にはＣ区が保護の実施責任を負う。（昭和29年5月8日 社発第382
号 厚生省社会援護局長通知）

  ただし、問１２－１のとおり、当該外国人の住居地に居住の実態がなく、住居地を入

院先の病院に移すことが保護の開始時に確実な場合には、病院所在地を所管する福祉事

務所が実施責任を負っても差し支えない。いずれにしても、病院所在地及び住居地を所

管する双方の福祉事務所が十分に協議した上で、実施責任を決定することが肝要である。

    
２ 次に、在留カードの所持もなく（つまり住居地がないと思われる）、国籍も不明であ

る外国人が救急入院した場合の保護の適用についてである。

生活保護の準用が可能な外国人は、問１２－１のとおりであり、明らかに保護の準用

要件を欠く外国人であると認定される場合には、保護の準用は難しい。在留資格及び居

住関係が明らかでない外国人として、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」による救護を

検討することとなる。この場合の救護者は、救急隊が収容した地点、すなわち救護地を

所管する区市町村長である。（問５－４参照）
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（問２－６） 宿泊所、簡易宿所等から失踪後、再び要保護状態となった場合の実

施責任

  居住地がなく、無料低額宿泊所を利用中の者が失踪した。その後、他の実施

機関に、保護の相談に現れた。

  この場合の保護の実施責任はどうなるか。

１ 「失踪」の定義

失踪とは「行方をくらますこと」であり、生活保護の実施機関と被保護者との関係で

言えば、被保護者が、実施機関に対する事前の申出なく、一方的にそれまでの居所を去

って連絡が取れなくなることである。居住地のない被保護者が失踪した場合は、実施機

関の管内に法第１９条第１項第２号に規定する現在地を有するとは認められなくなる

ので、保護を廃止する。

したがって、事前に行先を告げていたり、携帯電話で連絡が取れる場合などは、失踪

には当たらない。このような場合は、最低１週間は保護を継続したまま、可能な限り本

人の所在を把握して連絡を取り、来所を求めることに努める必要がある。実施機関が努

力を尽くしても本人が来所しなかった場合は、管内の現在地を有しなくなったことを理

由に保護を廃止することも止むを得ない。また、ある時点から連絡が取れなくなった場

合は、その時点で失踪となる。なお、被保護者が当該実施機関の援助方針に不満で、他

の実施機関で保護を受けたいとの理由から保護の辞退を申し出る場合があるが、そのよ

うな申出は任意かつ真摯な意思に基づくものではなく、辞退届が有効とされる要件（課

長問答第１０－１２－３）を満たしていないので無効であり、廃止すべきではない。

２ 失踪した場合の適用ルール

（１）保護を廃止する時期

居住地がなく、無料低額宿泊所や簡易宿所等を利用していた者が失踪した場合、原

則は失踪した日の翌日付で保護を廃止するものとする。ただし、本人のそれまでの言

動や居室内に荷物が置いてある等の情況証拠から、実施機関において一時的な外泊と

判断し、廃止せずに一定期間待つことは差し支えない。この場合、失踪した日の翌日

付で保護を停止するものとする。なお、「失踪した日」とは、実施機関が施設長等か

らの連絡や訪問調査による現認を受けて失踪事実を把握した日である。

（２）保護の実施責任

失踪した者がその後他の実施機関に保護の相談に現れた場合の実施責任は、次のと

おりとする。

ア 失踪後、元の実施機関が保護の廃止を決定するまで      元の実施機関

イ 元の実施機関の保護廃止後        （廃止後）相談を受けた実施機関

つまり、元の実施機関が失踪した日の翌日に保護の廃止決定までしていれば、その
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時点以降に他の実施機関に現れても、実施責任は戻さない。現れたとの連絡を受けた

時点で廃止決定をしていなければ、実施責任を戻す。停止して一定期間待っていた場

合は、同様に実施責任を戻した上で、現れた日付で停止を解除する。なお、停止期間

中の支給済保護費は、３（２）で後述のとおり、原則として戻入を求めるが、本人か

らの聴取内容を調査の結果、停止期間中の居所を確定できた場合は、停止解除時期を

遡及して差し支えない。

（３）適用対象者

①現在地により保護を受け、②宿泊所や簡易宿泊所等の経過的居所を利用している

者。

ア ①について

宿泊所や簡易宿所等利用者でも、居住の安定性を認めて居住地保護を受けてい

る者は、対象外。これらの者が失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に

取り扱う（問８－４１及び問８－４４参照）。実際は、居室の引払いをもって保

護の停廃止を判断することとなるケースが大半であろう。

イ ②について

本ルールの適用対象となる経過的居所としては、次のものが考えられる。

（例）無料低額宿泊所、簡易宿所、アルコール・薬物依存症者等対象施設、カ

プセルホテル、ネットカフェ、サウナ

いわゆる住所不定者を対象とした「無届施設」や「ゲストハウス」等は、実態

として経過的居所として利用する場合が多いと思われるが、取扱い上は居住地保

護となるものなので、本ルールの適用対象とはならない。これらを利用中の者が

失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に取り扱う。

保護施設や病院は、実施機関の措置や医療扶助の委託により入所・入院するも

のであり、経過的居所ではないので、対象外。これらに入所・入院中の者が失踪

した場合は、実施機関として措置・委託先と十分連絡を取った上で判断する。女

性相談センターの一時保護等、他法の措置により入所する施設の場合も、措置の

廃止と連動して保護の廃止を行う。

３ その他

（１）他管内の簡易宿所を利用中で本ルールの適用を受ける者が失踪した場合は、２（１）

の「保護を廃止する時期」は、失踪した日から２週間経過後の翌日とする。この場合、

廃止まで一定期間待つこととなるので、失踪した日の翌日付で保護を停止する。

（例）X週月曜日：失踪 → X週火曜日：停止 → X+2週月曜日終了：2週間経過 →

X+2週火曜日：廃止

（２）失踪により保護を廃止又は停止した場合は、停廃止日以降月末までの支給済保護費

については、法第８０条にいう「これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得

ない事由があると認めるとき」に当たるかの判断が不可能なので、返還免除の要件に

該当することは考えられない。よって、原則として地方自治法施行令第１５９条によ

り、戻入を求める。

（３）本ルール適用により失踪廃止処分した者が、その後元の実施機関に現れた場合は、
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廃止処分自体に誤りはないが、次のように対応する。

① 廃止決定通知書を公示送達を行わず実施機関で保管していれば、交付する。

② 失踪後の生活状況等を聴取した上で、保護申請意思の確認等、通常の新規相談と

同様に対応する。

（問２－７） 路上生活者が交通事故で入院した場合の実施責任

  居住地のない単身者がＡ区内で交通事故に遭い、Ｂ区内の病院に救急搬送され

たが、医療費、生活費が自動車損害賠償責任保険（強制）により支払われること

になっている。このような場合、保護の実施責任はどうなるか。

  交通事故による入院の場合、自動車損害賠償法により医療費等がまかなわれ、ただちに保

護を要するとは言えない場合が多い。したがって病院所在地を所管する実施機関が実施責

任を負うこととなる。

  しかし、保険金の範囲を超える医療費を要し、その月のうちに要保護状態になることも想

定される。そのような場合には、要保護状態が事故発生時点と考えられ、救急搬送した所、

つまり事故発生地を所管する実施機関が実施責任を負うこととなる。

  入院の時点から日用品費等の扶助費を計上し支給を要する場合は、入院日を開始日とし、

医療費は自賠責の適用を優先させる。

（問２－８） 路上生活者が同日に複数の医療機関に受診した場合の取扱い

  居住地のない単身者甲は、Ａ区内の乙診療所に自分で行き外来受診した。その

治療費は支払い能力がないということで未払いであった。

  ところが、甲は、同じ日にＢ区内で発病しC区内の丙病院に救急車で搬送

され、送院通知が発行された。

  この場合の保護の実施責任は、どうなるか。

     乙診療所（Ａ区） →    路上（Ｂ区） →    丙病院（Ｃ区）

       外来医療のみ          発病（救護地）          救急入院

この事例の場合、丙病院の治療費及びこの日からの日用品費に困窮しているため、保護

を適用しなければならないが、Ａ区、Ｂ区、Ｃ区のいずれの福祉事務所が実施責任を負う

かという問題である。
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結論から言えば、Ｂ区である。

  乙診療所に受診した段階で、甲は保護の申請を行おうとすればできたにもかかわらず、結

果的にそれを行っていない。たとえ、同日に救急搬送により入院したとしても、要保護状

態を、乙診療所受診の段階まで遡ることには無理があり、公的機関により救護されたこと

が確定できるＢ区が丙病院に入院した時点から保護をすることになる。

  後に、乙診療所から、医療費を受領できなかった旨、Ａ区福祉事務所に連絡があったとし

ても、Ａ区が乙診療所分の医療費について生活保護を適用するかどうか判断すべき問題で

ある。

このことについては、乙診療所での外来受診が救急搬送である場合も同様である。

（問２－９） 従業員宿舎から入院した者の実施責任

  Ａ区の建設会社の従業員宿舎に居住していた甲が、工事現場で負傷し、Ｂ区の

病院に入院した。本人は、宿舎の一室を他の従業員と共同で使用し、起居してき

たが、身の回りの日用品を除いて、家財道具等は保有していない。病状が軽快し、

この度、退院することとなったが、入院後解雇されてしまっているため、Ａ区の

宿舎に戻ることはできない。

  このような状態にある者から、入院後に保護の申請がなされたが、この場合の

保護の実施責任は、どこにあるか。

甲が入院前に居住していた従業員宿舎が起居・生活の場であった以上、入院以前におい

ては、当該従業員宿舎は甲の居住地であったと考えられる。

しかし、保護申請の時点では本人の家財道具も保管されておらず、解雇されそこに戻る

ことができないことから、甲は居住地を失ったと判断される。

したがって、甲は居住地のない単身入院患者ということになり、甲に対する保護の実施

責任は以下のとおり定められる。

甲が従業員宿舎という居住地を入院後３か月を経過してから失った後申請したときは、

病院所在地であるＢ区の保護の実施機関が、現在地保護を行うこととなる。

これに対し、入院と同時に居住地を失ったか、又は、入院後３か月以内に入院を原因と

して居住地を失った場合には、入院後３か月を経過した後の保護申請でない限り、入院前

の居住地であるＡ区の保護の実施機関が、現在地保護の例により実施責任を負うこととな

る。

いずれにしても、このような場合には、会社との雇用関係や復職の可能性等を十分に調

査・把握の上、居住地の有無、居住地を失った時期及び入院との因果関係等を判断し、実

施責任を定める必要がある。

局長通知第２－１－（２）

局長通知第２－１－（３）
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（問２－10） 飯場に長期間滞在する者の実施責任

  飯場に長期間滞在する単身者が、工事現場で倒れ、入院した。本人は飯場の一

室を与えられており、そこに家財等が保管されている。飯場は工事が終了するま

での間の仮設の宿舎であることから、原則として、居住地とは認定されないこと

になっているが、この場合は例外的に飯場を居住地として認定してよいか。

飯場を例外的に居住地として認定する場合、住み込んでいる期間、就労状態の安定性等

を考慮して個々に判断することになる。期間については、３か月以上同一の飯場に住んで

いるかどうかが目安となる。また、家財道具の保管状況、飯場の利用形態等についても、

判断の参考とすることが必要である。

設問の場合、当該飯場が居住地と認定されれば、保護の実施責任は病院所在地ではなく、

飯場の所在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うこととなる。

  飯場にいる単身者が要保護状態になった場合の実施責任について、幾つかのパターンを示

すと、次のようになる。

１ 建設現場で倒れ、救急車で建設現場と異なる管内の医療機関に入院

(1)  飯場居住が短期的なもので居住地と認定されない場合 … 救護地（現在地保護）

(2)  飯場に３か月以上滞在している場合で

    ①  今後も引き続き飯場に居住できる場合  ………… 飯場所在地（居住地保護）

    ②  入院と同時に飯場に住めなくなった場合  ……… 飯場所在地（現在地保護）

２ 建設現場あるいは飯場で具合が悪くなり歩いて医療機関に入院した場合で

(1)  居住地がない場合（上記 １(1)と同じ）……………… 病院所在地（現在地保護）

(2)  今後も引き続き飯場に住める場合  ………………… 飯場所在地（居住地保護）

(3)  ３か月以上飯場に滞在していたが入院と同時に飯場に住めなくなった場合

                                     ………………… 飯場所在地（現在地保護）

  なお、この取扱いは、東京都内の飯場に滞在する者に限る。

※１(1)と２(1)の違いは、救急搬送を開始した発病地（救護地）で要保護となったか、徒

歩による外来受診後に入院して病院で要保護となったかである。ともに安定した居住地

がない（工事が終了するまでの間の短期間の仮設宿舎は居住地といえない）という前提

であることをふまえ、現在地保護の対象ととらえて、実施責任については住居のない者

の場合と同様に取り扱って差し支えない。

なお、１(2)①②及び２(2)(3)の場合は、元々安定した居住地があった（仮設宿舎であ

っても長期間起居・生活する場であれば居住地といえる）という前提なので、取扱いの

うえで上記１(1)及び２(1)との違いが生じるものである。

参照 別冊問答集・問２－１７
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（問２－11） ウィークリーマンションなどに居住する者の取扱い

       

  管内のウィークリーマンションに居住する者から、生活困窮により保護を申請

したい旨の相談があった。話を聞くと、派遣社員として上京して就労することに

なり、４週間の契約でウィークリーマンションを借りて生活していたところ、体

調不良で就労できなくなり、仕事を辞めてしばらく療養していたが、所持金も尽

きてきて、その後の契約を更新する費用はなく、通院のための費用もないという。

  このような相談があった場合の保護の実施責任について説明されたい。

短期間の賃貸借を目的とした住居（旅館、宿泊施設は除く）は、安定的な居所とはいえ

ないが、現に居住して生活している場合には、居住地と認定する。ただし、これはあくま

でも、居住地保護によるべきか現在地保護によるべきかの判断上の目安である。

設問のような事例については、他に生活の本拠となる居住地がある場合を除いて、実際

に生活の場となっているウィークリーマンションの居室を居住地として、当該居住地を所

管する実施機関が居住地保護による保護の適用を検討することになる。

なお、ウィークリーマンション（マンスリーマンションほか類似する短期間ごとの賃貸

借物件を含む）は、たとえ住宅扶助の基準を超えない物件であっても、転居指導の転居先

として新たに居宅設定する場合には、諸経費に扶助の対象とならない費用（会員登録料、

退去時のクリーニング費用、保証料、家財のレンタル料など）が含まれることから、転居

費用（敷金等）の対象とすることはできないものである。

しかしながら、すでに契約済（保護開始前に費用がすでに支払われている場合に限る）

の物件に居住している場合には、契約の残存期間は当該物件に居住しながら、保護の適用

をすることを妨げない。ただし、保護開始後に短期契約の更新を繰返すような形での利用

を続けることは、居住の安定性に欠け、住民登録も困難であるため、安定的な居所への転

宅を指導することとなる。

また、他に生活の本拠となる住居地がある場合には、当該生活の本拠となる住居地を管

轄する実施機関が実施責任を持つことになるが、仮に生活の本拠となる元の居住地に戻る

ことができなくなった場合であっても、当該現在地のウィークリーマンションの居室を転

宅先としてあらためて転居指導を行なう形で転居費用（住宅扶助）を支給することは適当

ではなく、別のより安定的な居所の確保に努めさせるよう、助言指導することが望ましい。

なお、借地借家法３８条にもとづく定期賃貸借契約を締結しアパートに居住する場合は、

上記の取扱いとは異なり、通常のアパートと同様に転宅費用及び住宅扶助費の対象とする

ことができる。

但し、定期賃貸借契約の期間が２年ではなくあまりにも短い場合（３ヶ月や半年）は、

上記の趣旨からして好ましくないため、２年契約の賃貸借契約にするよう助言指導する必

要がある。契約期間終了後の再契約料は、敷金等として支給して差し支えない。

参照

平成２０年１１月ブロック別事務打合せ会議資料 連絡事項
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（問２－12） 入院患者の出身世帯の移転、分解

  入院患者の出身世帯が移転、分解した場合は、その者の保護の実施責任はどう

  なるか。また、分解と認定する場合の判断の基準を示されたい。

１ 入院患者の出身世帯が移転（転居）した場合、保護の実施責任は転出先の実施機関が

負うことになる。

２ また、入院中に出身世帯が分解した場合は、その入院患者は居住地を失ったのである

から、実施要領上は、病院所在地の実施機関が保護の実施責任を負うことになる。

３ 次に、出身世帯の変動が分解であるかどうかの基準は、入院患者と出身世帯の世帯員

（以下「出身世帯員」という。）との世帯認定がどうなるのかによって、判断すること

となる。

  つまり、出身世帯に何らかの変動が生じたとしても、当該入院患者と出身世帯員とが

引き続き同一世帯と認定される場合には、「出身世帯の分解」とはならず、その出身世

帯の居住地が入院患者の居住地となる。

  したがって、出身世帯に残された世帯員が１名しかなくその者が他に引き取られた場

合や、入院患者と出身世帯員とが夫婦であった場合で二人が離婚することとなった場合

等には、入院患者は単身の世帯となることから、出身世帯は分解したと判断することに

なる。

  なお、既に保護を受けている長期入院患者について、出身世帯の分解等により居住地

が消滅した場合及び入院後（住宅費削除後）３か月を経過した後に居住地が消滅した場

合等においては、本来、保護の実施責任は病院所在地の実施機関に移るものである。

（課長問答 第２の３参照）

  しかしながら、従前の居住地及び入院先がともに都内の場合に限って、当分の間、実

施責任を病院所在地の実施機関に移すことなく、従前の実施機関が保護の実施責任を負

う取扱いとする。

（問２－13） 単身の入院患者の転居

  単身の入院患者が病院に入院中に転居をすることは認められるか。

入院中の転居は、退院等のため新たに家屋を確保する以外、認められないものである。

なお、退院のために新たにアパート等を借りた場合の実施責任は実際に退院するまでの間

は、従前の実施機関である。

また、単身の入院患者から保護の申請があり、その者が住宅扶助基準額を相当に超える
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家賃の住宅に居住している場合であって、確実に６か月（病状の変化等により６か月を超

えて入院することが明らかとなった場合であっても、その時から３か月以内に確実に退院

できる見込みがあると認められる場合には、更に３か月）以内に退院が可能な場合は、例

外的に、基準限度額以内の家賃の住宅への転居指導が認められる。この場合も退院するま

での間は、従前の実施機関が保護の実施責任を負うものである。

（問２－13－２） 出身世帯のある入院患者の転居      

  

出身世帯のある入院患者が退院時に単身生活をするため、アパートを新たに借りて

保護の申請をした場合、保護の実施責任はどうなるか。

また、「障害者地域生活への移行を促進するための経済的支援策」により、単身生

活を始める障害者の実施責任はどのように考えるか。

  入院中の者については、退院し新たなアパートでの生活が現実化しない限り、新しく

借りたアパートは居住地と言えず、出身世帯の居住地を所管する実施機関が保護の実施

責任を負う。

  

関連する事例で、精神病院に入院中や家族と同居している障害者が、地域生活移行推進

員等（退院促進コーディネーター）の支援を受けて、単身生活を目指す場合、入院中や家

族と同居している状態では要否判定で保護を要さず、単身生活となって初めて要保護状態

となる場合がある。保護の実施責任は、一般のアパートで単身生活を始める場合は、当該

アパート所在地の実施機関が、共同生活援助を利用する場合は利用前の居住地又は現在地

の実施機関が負う。

  このような場合、保護の実施機関は「単身生活を始めてから相談・申請するように」

といった対応ではなく、障害者の地域生活移行支援の立場に立って保護の相談を受け、

関係する実施機関、障害主管課、社会福祉協議会等と連携して対応する。特に単身生活

を始めるにあたって敷金等が負担できない障害者に対しては、生活福祉資金を利用した

上で、保護の開始後に特例的に資金等を遡及支給し、社会福祉協議会に返還する処理が

認められていることから、密に連携を図る必要がある。

平成23年１月25日付22福保生保第812号保護課長通知

平成23年１月27日付事務連絡
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（問２－14） 感染症予防法の適用を受ける入院患者の実施責任

       

    課長問答第２の４に定められている、感染症予防法の適用を受ける入院患者の実

施責任について、東京都の取扱いを示されたい。

感染症予防法に基づく公費負担による入院患者等医療扶助の適用を受けてない被保護者

で居住地のない者が転院転所したときは、転院転所先の医療機関所在地の実施機関が日用

品費等の支給について実施責任を負うこととされている。（課長問答・第２の４の (1) ）

  しかしながら、都内の実施機関が実施責任を持つ（公費負担による入院患者等医療扶助の

適用を受けてない）被保護者については、転院転所先が都内の場合に限って、当分の間、

実施責任を当該医療機関所在地の実施機関に移すことなく、従前の実施機関が保護の実施

責任を負う取扱いとする。

また、医療扶助により入院していた者で局長通知第２－１－ (3)又は２により保護を実施

されていた者が、感染症予防法に基づく公費負担を受ける等医療扶助の適用を要しなくな

った場合で引き続き生活扶助（入院患者の日用品費）を要するときは、同一医療機関に入

院している限り従前の実施機関が保護の実施責任を負うこととされている（課長問答・第

２の４の (2) ）が、この取扱いについては、都内についても同様とする。

  都ブロック会議・平成１０年６月

（問２－15） 心神喪失者等医療観察法の適用を受ける入院患者の実施責任

       

  心神喪失者等医療観察法の適用により、鑑定入院機関に入院した者の入院日用

品費の支給に関して、保護観察所の社会復帰調整官から、保護の適用について検

討の依頼があった。

  同法による鑑定入院中の者に対する保護の実施責任について説明されたい。

平成１７年７月１５日に「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の医療及び

観察等に関する法律」が施行された。この法律は、「精神障害により、心神喪失等の状態

で重大な他害行為を行なった者に対し、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために、

必要な観察及び指導を行なうことによって、その病状の改善及びこれに伴なう同様の行為

の再発の防止を図り、社会復帰を促進すること」を目的としている。

この法律に基づき鑑定入院している患者に対する生活保護の適用にあたっての実施責任

は、公費負担により医療扶助を受けていない結核患者と同様とすることとされ、次のとお

りである。

この法による鑑定入院の決定から、対象者は、社会復帰調整官が関わる等一定の拘束の
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もとにある状態で治療を受けるが、これは行刑罰によるものではなく、精神保健福祉法の

措置入院と同様の考え方に基づく医療であり、医療費は全額国費負担となるものであるが、

日用品費等について生活保護の適用を行なう場合、一般の入院患者と同様、局第２－１に

基づいて、居住地または現在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。

なお、居住地のない被保護者が「入院決定」の審判により鑑定入院先から指定入院医療

機関へ転院した場合や、その後、医療観察上の理由から別の指定入院医療機関へ転院した

場合は、課長問答・第２の４の(1)に該当するため、現在地である転院先の医療機関所在地

を所管する保護の実施機関に実施責任が移されることとされている。

しかしながら、都内の実施機関が実施責任を持つ被保護者については、転院先が都内の

場合に限って、実施責任を当該医療機関所在地に移すことなく、従前の実施機関が保護の

実施責任を負う取扱いとする。

また、居住地がない被保護者が医療観察法による措置解除と同時に転院となる場合は、

転院後も医療観察法を適用する医療機関が所在する地域に実施責任が集中することから、

特例的な取り扱いとして、局第２の１により転院先の医療機関所在地が実施責任を負うこ

ととなる。

都ブロック会議・平成１９年６月

生活と福祉「相談室」・２００７年 9 月号

（問２－16） 精神保健観察に付される者の当該期間の実施責任

  心神喪失者等医療観察法の適用により、精神保健観察に付されている被保護者の

当該期間の保護の実施責任について説明されたい。

心神喪失者等医療観察法では、入院によらない医療を受けさせる対象者及び退院を許可

されて入院によらない医療を受けさせる対象者について、精神保健観察に付すことにより、

指定通院医療機関での受診状況及び生活状況を見守るとともに、継続的医療を受けさせる

ために必要な指導等を行なうこととしている（同法第１０６条）。

この期間についての実施責任は、次官通知第２により、その対象者の居住地を管轄する

実施機関にある。なお、当該期間中の居住地について、対象者には、同法第１０７条によ

る届出等の遵守事項が課せられていることから、福祉事務所からの転居指導等にあたって

は、担当する保護観察所の社会復帰調整官との調整を行なう等の配慮をすべきことに留意

すること。
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（問２－17） 養護老人ホームから入院した単身者の実施責任

  養護老人ホームから入院した居住地のない単身者が、老人福祉法の措置が解除

された後の保護の実施責任はどうなるか。

養護老人ホームに入所（措置）している者が病院に入院した場合で当該入所措置解除と

同時に保護を開始されるときのその者に対する保護の実施責任は、当該施設入所中その者

に対し保護の実施責任を負う保護の実施機関にあるものとなっている。（局長通知第２－

７）

しかし、入所措置廃止から時間を経て保護を開始される場合は、局長通知第２の７は該

当しないこととなる。この場合の実施責任は以下のとおり。

１ 老人福祉法の入所措置解除後３か月以内に保護が必要となった場合は、老人ホームに

入所措置した実施機関が保護の実施責任を負う。

    入院   措置解除      保護開始

             老人ホームに入所措置した

         → 実施機関が実施責任を負う

                      ３か月以内

２ 老人ホームの措置解除後、３か月を経過した後に保護が必要となった場合は、局長通

知第２の１本文により、病院所在地の実施機関が保護の実施責任を負う。

    入院   措置解除        保護開始

                                 病院所在地の

                             →  実施機関が実施責任を負う

                        ３か月を超える

いずれの場合も、現在地保護の例により保護を実施することとなる。

なお、出身世帯のある者の場合は、出身世帯の居住地を所管する保護の実施機関が居住

地保護の例により保護を実施するものである。

（問２－17-2） 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム（家族等の虐待、認知症

等）に措置入所中の者の実施責任

  養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム（家族等の虐待、認知症等）に老人

福祉法による措置入所中の者の実施責任について、示されたい。
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居住地がないか又は明らかでない単身の入所者が入所中に保護の申請をする場合、入所

前の現在地を所管する実施機関が実施責任を負う。また、入所前に居住地があった単身の

入所者が入所中に保護の申請をする場合は、入所前の居住地を所管する保護の実施機関が

実施責任を負う。被保護者が入所する場合は、その者の入所期間中、従前の保護の実施機

関が従前どおり保護の実施責任を負う。

（問２－18） 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設及び

     介護療養型医療施設に入所中の者の実施責任

  介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設及び介護療養型

医療施設に入所中の者の実施責任について、示されたい。

１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入所者の実施責任について

(1) 介護老人福祉施設入所者の実施責任

    ・被保護者が入所する場合  ……… 入所前の居住地または現在地を所管する実施機関

    ・入所と同時に開始 ……………… 入所前の居住地または現在地を所管する実施機関

      （保護を受けていなかった養護老人ホーム入所者が特別養護老人ホーム入所と同時に

保護を開始する場合は、養護老人ホーム入所中その者に対し保護の実施責任を負う保

護の実施機関）

    ・入所中の者からの申請  ………… 施設所在地の実施機関            

  （ただし、同一世帯と認定される出身世帯のある入所者は、出身世帯の居住地を所管

する保護の実施機関が実施責任を負う。）

(2) 旧措置者の実施責任

   その者が介護保険法施行日以後引き続き当該特別養護老人ホームに入所している間

  は、施設入所前の居住地または現在地により保護の実施責任が定められる。したがっ

  て、当該施設への入所措置の実施者と同一の保護の実施機関が当該施設入所中保護の

  実施責任を負うことになる。（介護保険法施行法第56条）

      また、出身世帯（保護受給中であるか否かを問わない。）が、他区・市に転出した場

合も、旧措置者に対する保護の実施責任は、従前の実施機関が負う。つまり、出身世

帯と入所者を、別々の実施機関が保護することとなる。

(3) 居住地のない単身の入所者が入院した場合の実施責任

    ①  新制度による入所者の場合

      ア  ホーム入所中に保護を受けていた者が病院に入院し引き続き保護を受ける場合は、

従前の保護の実施機関が実施責任を負う。
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      イ ホーム入所中は保護を受けていなかった者が入院と同時にまたは入院後３か月以

内に保護を開始されるときのその者に対する保護の実施責任は、ホーム所在地を所管

する保護の実施機関が実施責任を負う。

      ウ 入院後３か月を経過して保護の申請があった場合は、病院所在地の保護の実施機

関が実施責任を負う。

    ② 新制度による措置入所者及び旧措置者の場合 （問２－17参照）

      ア ホーム入所中に保護を受けていた者は、従前の実施機関が実施責任を負う。

      イ ホーム入所中は保護を受けていなかった者が入院と同時にまたは入院後３か月以

内に保護を開始されるときその者に対する保護の実施責任は、ホーム入所中その者に

対して保護の実施責任を負う実施機関が実施責任を負う。

      ウ 入院後３か月を経過して保護の申請があった場合は、病院所在地の保護の実施機

関が実施責任を負う。

   注：「ホーム入所中その者に対して保護の実施責任を負う実施機関」とは、保護申

請があった時点で上記 (2)及び (3)により判断する。

(4) 出身世帯がある等他に居住地のある入所者が入院した場合の実施責任

     出身世帯の居住地を所管する保護の実施機関が居住地保護の例により実施する。

(5) 外国人の実施責任

     介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所中の外国人に対

して保護の準用を行う場合、外国人保護の原則どおり住居地を管轄する実施機関が実

施責任を負う。

２ 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設入所者の実施責任について

  介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所・入院している者の保護の実施責任

は、局長通知第２に定められた一般的な入院患者の実施責任と全く同様である。

３  介護保険の保険者について

  介護保険の保険者は、住所地特例により入所前の住所地の区市町村となる。

「住所地特例」とは、介護保険施設に入所するために住所を変更した場合、元の住所の

あった区市町村に届け出て、その区市町村の介護保険の被保険者となることをいう。

入所前住所地                               現入所施設 保険者

居宅から入所し

た場合

                       入所・入院

  Ａ 市                                   Ｂ 市

  住所地                                    Ⅰ施設

                       住所変更

Ａ市
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２以上の施設す

べてに順次住所

を移している人

             入所・入院           入所・入院

  Ａ  市              Ｂ 市        Ｃ 市

  住所地              Ⅰ施設                Ⅱ施設

             住所変更             住所変更

Ａ市

２以上の施設に

継続して入所し

ているが、途中

の施設に住所を

移していないこ

とがある

             入所・入院           入所・入院

Ａ  市              Ⅰ施設       Ｃ 市

住所地              Ｂ 市                Ⅱ施設

             住所変更 親族の自宅 住所変更

Ｂ市

（問２－19） 「境界層該当証明」（介護保険）の実施者

  「境界層該当者」に係る証明については、保護申請に対する却下という形で

行うが、保護の実施機関と異なる保険者の被保険者の境界層該当証明は、どこ

で行うこととなるか。

要保護者がどこの介護保険の被保険者であるかに関わらず、保護の申請を受け、証明す

るのは、その者の居住地又は現在地を所管する保護の実施機関である。

要保護者がどこの障害者施設に入所しているにも関わらず、生活保護の申請を却下する

ことによって証明書を発行するものであるので、境界層該当証明については、生活保護制

度上の実施責任を負う実施機関が行うことになるものである。

（問２－19－２） 「境界層該当証明」（障害者総合支援法）の実施者       

  

障害者総合支援法の施行後、「境界層該当者」に係る証明については、生活保護法

を実施する自治体が行うか総合支援法を実施する自治体が行うこととなるか。
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（問２－20） 東京都女性相談センター（一時保護所）の実施責任

  東京都女性相談センター（一時保護所）入所者の実施責任はどうなるか。

入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされな

いため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉

法の施行に伴う留意事項等について」（昭和38年８月１日社発第 525号厚生省社会局長通

知）を準用して差し支えない。

  これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。

なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても

同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入

所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、

保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。

１ 居住地のある被保護者（入所と同時に保護を開始される者を含む。）については、居

住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。

  ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置

かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、最初に相談を受けた保護の実施機

関が、実施責任を負うことが適当な場合には、２による。

２ 居住地がないか又は明らかでない被保護者（入所と同時に保護を開始される者を含

む。）については、当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を

負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実

施責任を負う。

（1） 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保

護の実施機関が実施責任を負う。

（2） 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護

の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込ん

だ場合は交番所在地を現在地とし、１１０番通報等により警察官が駆けつけ保護した

場合はその保護した場所を現在地とする。

（3）東京ウィメンズプラザ（配偶者暴力相談支援センター）へDV法による一時保護を求

めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生

活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現

在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要とし

て、東京ウィメンズプラザ（配偶者暴力相談支援センター）から東京ウィメンズプラ

ザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保

護の実施責任を負う。

   なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入

所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前ど
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おり保護の実施責任を負う。

３ 一時保護所入所中に要保護状態となった場合は、上記１又は２に準じて保護の実施責

任を定める。

４ 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記１又は２に準じて保護の実施責任を

定める。

５ 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院（所）し引き続き生活保護法上の保護

を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。

６ 一時保護所退所後、母子生活支援施設、宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提

供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地

を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護

施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。

  ただし、この場合（退所先が一般居宅の場合も含む。）、一時保護所退所の時点で保

護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、退所日の

属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、新たな保護の

実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを基本とするが、一時保護所に入所させた実施機

関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延

長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関

が移管時期の延長を求めてはならない。

（問２－21） 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律によ

る居室確保の措置を受けた者の実施責任

  高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律による居室確

保の措置により入居（入所）した一時的居室で生活する高齢者から保護の申請が

あった場合の実施責任はどうなるか。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第９条第２項において、

（区）市町村は、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じている

おそれがあると認めた高齢者を老人福祉法第２０条の３に規定する老人短期入所施設等に

入所させる等、適切に、同法第１０条の４第１項（老人居宅生活支援事業の供与）若しく

は第１１条第１項（老人ホームへの入所等）による措置を講じることとされている。

養護者による高齢者虐待を受け、老人福祉法第１０条の４第１項第３号（老人短期入所

施設等への短期間入所による養護）、第１１条第１項第１号（養護老人ホームへの入所）、

第２号（やむを得ない事由による特別養護老人ホームへの入所）又は第３号（養護受託者

への委託）規定による措置がとられた高齢者から保護申請があった場合の実施責任は、下

記により定める。

１ 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに老人福祉法の措置により入所した者

  入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。
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（問２－17-2参照）

２ 老人短期入所施設等に入所している者

（１）居住地のある者

   居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。

（２）居住地がないか又は明らかでない者

   老人短期入所施設等へ入所援護を図った実施機関が保護の実施責任を負う。

参照 問２－17-2、問８－26

（問２－22） 特別区人事・厚生事務組合の行う緊急一時保護対象者等の実施責任

  特別区人事・厚生事務組合が行う緊急一時保護により、宿所提供施設等に入所

している世帯の実施責任はどうなるか。

  また、更生施設利用者等社会復帰促進事業により入所している者に対する保護

の実施責任はどうなるか。

特別区人事・厚生事務組合では、福祉事務所の窓口に相談のあった生活、住宅困窮者の

うち、緊急避難的な対応を要するが、そのための居所を直ちに確保することが難しい状況

にある者に対して、緊急一時保護を実施している（男子単身者を除く）。期間は、概ね３

か月以内（女性単身者の場合で更生施設入所者の場合は概ね１か月以内）となっている。

受け入れ施設としては、更生施設けやき荘（女性単身者）、宿所提供施設塩崎荘・小豆沢

荘・西新井栄荘・淀橋荘・各宿泊所である。この緊急一時保護は、利用期限終了後は、居

宅生活に戻ることが原則となっている。

  したがって、生活保護の適用が必要な場合には、緊急一時保護を依頼した福祉事務所が一

時保護の継続中、生活保護の実施責任を負うものである。社会福祉法人が経営する宿所提

供施設「ふじみ」（母子世帯）及び更生施設「ふじみ」（女性単身者）の緊急一時保護も

同様の扱いである。

なお、被保護者が災害等により一時的に寄宿する場合については、従前の保護の実施機関

が引き続き実施責任を負うものである。

  また、更生施設又は自立支援センター退所者等が「更生施設利用者等社会復帰促進事業」

により宿泊所に入所した場合には、当該施設入所中の保護の実施責任は、更生施設入所中

における保護の実施機関又は自立支援センター利用承諾を行った福祉事務所にあるものと

する。
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（問２－23） 宿所提供施設又は母子生活支援施設入所者の実施責任

    宿所提供施設または母子生活支援施設入所者の実施責任について、示されたい。

宿所提供施設又は母子生活支援施設については、施設所在地の保護の実施機関が実施責

任を負うこととされている。これは、その施設に居住する各世帯が居住の場所を提供され

個々に独立して日常生活を営んでいるものであって、居住の安定性及び継続性が予想され

るため、当該施設が居住地と認定されることによる。

  また、保護に要した費用については、法第73条第２号により、都が４分の１を負担するこ

とになる。ただし、「これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の

区域内に居住地を有していた被保護者」については、都費負担とはならない。この場合、

「施設を利用する」とは保護の決定によってその施設を利用することをいうものであるた

め、保護の開始前に既に施設を利用していた者については、法第73条第２号の適用はなく、

区・市費負担ケースとなるものである。

  なお、（問２－２２）の緊急一時保護により宿所提供施設に入所している世帯については、

緊急一時保護の継続中は従前の保護の実施機関が引き続き実施責任を負うものである。

  参照 問２－22

（問２－24）自立支援センター入所中の者の実施責任

     自立支援センター入所中の者から、医療扶助の申請があった。

この場合、保護の実施責任はどうなるか。

  自立支援センター(自立支援住宅を含む)の利用は、福祉事務所長の利用承諾により入所さ

せるものであり、入所期間中に医療扶助の必要がある場合は、利用承諾を行った福祉事務

所が保護の実施責任を負う。

  要否判定については、問８－22を参照のこと。

  平成１２年１０月３１日付保護課長通知１２福生保第８６５号
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（問２－２５）住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業（ＴＯＫＹＯチャレ

ンジネット）利用者の実施責任について

ＴＯＫＹＯチャレンジネットの相談中に保護が必要となった場合の実施責任は

どこか。

東京都では、平成２０年４月から「住居喪失不安定就労者サポート事業（ＴＯＫＹＯチ

ャレンジネット）」を開始し、平成２１年３月には、新たに「介護人材育成支援事業（ＴＯ

ＫＹＯチャレンジ介護）」を開始した。その後平成２３年４月に両事業を再構築した上で一

本化し、現在の住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業（ＴＯＫＹＯチャレンジネ

ット）」に至っている。なお、開始当初より、都内１箇所（新宿区内）の拠点相談所で事業

を行っている。

再構築後は、ＴＯＫＹＯチャレンジネットが都内に借りている賃貸住宅（一時住宅）を

活用した支援が主となっていることから、保護の実施責任については、次のとおりとする。

１ ＴＯＫＹＯチャレンジネットの相談段階で生活保護の相談希望がある者については、

次のとおりとする。

① 受託事業者のアウトリーチ活動による相談を経てＴＯＫＹＯチャレンジネットを利

用した者で、生活保護の相談希望がある者についてはアウトリーチした場所を現在地

とし、その現在地を所管する福祉事務所が実施責任を負う。

② 福祉事務所（新宿区福祉事務所を除く）の相談担当から、事業を紹介されＴＯＫＹＯ

チャレンジネットに来所した場合で、生活保護の相談希望がある者については、事業

の紹介を行った福祉事務所が実施責任を負う。

③ 上記以外によりＴＯＫＹＯチャレンジネットに来所した場合は、ＴＯＫＹＯチャレン

ジネットに来所する前夜の宿泊地（現在地）を所管する福祉事務所が実施責任を負う。

ただし、前夜の宿泊地が新宿区内の場合は、来所前１週間の主たる宿泊地を所管する

福祉事務所とする。

２ ＴＯＫＹＯチャレンジネットの登録後に要保護状態となった者については、次のとお

りとする。

【一時利用住宅を利用していない者】

①転宅先の賃貸借契約前の場合は、上記１①～③による。

②転宅先の賃貸借契約後の場合、物件所在地の福祉事務所とする。（転居後は、居住地保

護となる。）

【一時利用住宅利用中の者】

①転宅先の賃貸借契約前の場合、一時利用住宅の所在地の福祉事務所とする。

②転宅先の賃貸借契約後の場合、物件所在地の福祉事務所とする。（転居後は、居住地保

護となる。）

平成２５年１月１６日付２４福保生保第８４４号 都保護課長通知
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（問２－26） アルコール・薬物依存症者等を対象とした施設

  アルコール・薬物依存症者等を対象とした施設等実施要領に定めがない施設等の入

所者の保護の実施責任について、示されたい。

いて、示されたい。

ＭＡＣ、すずらんハウス、ダルク等は、「特定の便宜のために施設を利用しており、一

定の期限の到来とともに従前の場所に復帰していく性格」の施設である。したがって、そ

の施設は居住地ではなく、出身世帯があれば出身世帯の居住地を当該施設利用者の居住地

として認定することになる。

  これに対して、他に居住地のない単身者がこれらの施設に入所した場合は、実施要領の考

え方からは、入所者の身柄がある場所、即ち施設所在地を所管する保護の実施機関が実施

責任を負うこととなるが、施設所在地に実施責任が集中することを避ける意味から、以下

の取扱いとする。

１ 単身の被保護者（入所と同時に保護を開始されるものを含む。）がこれらの施設に入

所した場合は、当該施設入所中の保護の実施責任は、入所前の居住地又は現在地により

定める（局長通知・第２の４の規定を準用する）。したがって、保護に要した費用負担

も入所前の状態により定める。

    具体的には、以下のとおりとなる。

(1)  既に保護を受けている単身者がこれらの施設に入所した場合は、従前の保護の実施機

関が従前どおり実施責任を負う。

(2)  入所と同時に保護を開始される単身者で、入所前に居住地のあった者については、入

所前の居住地を所管する保護の実施機関が居住地保護の例により実施責任を負う。

(3)  入所と同時に保護を開始される単身者で、入所前の居住地がないか又は明らかでない

者については、現在地（保護を受けることとなった時点における当該要保護者が所在

していた場所）を所管する保護の実施機関が現在地保護の例により実施責任を負う。

(4) 入所と同時に保護を開始される単身者で、入院先の病院から直ちに入所した者は、

入院中における保護の実施機関が実施責任を負う。

２ 居住地がないか又は明らかでない単身の入居者が、入所中に保護を要する状態になっ

た場合は、施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。費用負担は都費負

担となる。

３ 出身世帯のある入所者は、出身世帯の居住地を所管する保護の実施機関が実施責任を

負う。費用負担は、区（市）負担となる。

    参考

     ・ ＭＡＣ

          アルコール依存症者が、社会復帰していくための民間施設
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   ・ すずらんハウス

          薬物依存症者（女性対象）が、社会復帰していくための民間施設

    ・ ダルク

          薬物依存症者が、社会復帰していくための施設

（問２－26－２） 障害者支援施設入所者等の実施責任

        

  障害者支援施設入所者等の実施責任について、示されたい。

障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）の施行に伴い法第８４条の３の規定が改正さ

れ、平成１８年１０月１日以降に下記の施設に入所していた者が、平成１８年１０月１日

以降に保護の申請を行った場合の実施責任について特例的な取扱いとなった。

障害者支援施設入所者及びのぞみの園入所者に対する実施責任については、以下の取扱

いとなる。

１ 被保護者が入所した場合の実施責任について

  被保護者がこれらの施設に入所した場合は、その者の入所期間中、従前の保護の実施

機関が従前どおり実施責任を負う。（局長通知第２の９）

２ 保護を受けていない者から入所中に保護の申請があった場合の実施責任について

(1) 平成１８年９月３０日以前からの入所者

① 居住地がないか又は明らかでない単身の入所者が、入所中に保護の申請を行った場

合は、施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。費用負担は都費負担

となる。

② 同一世帯と認定される出身世帯のある入所者は、出身世帯の居住地を所管する保護

の実施機関が実施責任を負う。費用負担は、区（市）負担となる。

(2) 平成１８年１０月１日以降における入所者

① 単身の入所者の実施責任は、入所前の居住地又は現在地により定める（法第８４条

の３）。したがって、保護に要した費用負担も入所前の状態により定める。

      具体的には、以下のとおりとなる。

ア 入所前に居住地のあった単身の入所者が、入所中に保護の申請を行った場合は

（入所と同時に保護を開始されるものを含む。）、その者がこれらの施設に引き

続き入所している間は、入所前の居住地を所管する保護の実施機関が居住地保護

の例により実施責任を負う。

イ 居住地がないか又は明らかでない単身の入所者が、入所中に保護の申請を行っ

た場合は（入所と同時に保護を開始されるものを含む。）、その者がこれらの施

設に引き続き入所している間は、入所前の現在地を所管する保護の実施機関が現
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在地保護の例により実施責任を負う。

   ウ 平成１８年１０月１日以降、これらの施設に入所したのち、別の施設に転所し

た時点において保護申請した場合は、これらの施設に引き続き入所していると考

えられることから、当初の施設に入所する前の居住地又は現在地を所管する保護

の実施機関が実施責任を負う。

    例： Ａ市に居住地があった甲について

平成１９年４月  Ｂ区障害者支援施設へ入所

       平成２０年３月  Ｃ市の共同生活援助施設へ入所、保護申請

    →Ｂ区障害者支援施設入所前の居住地を所管するＡ市が居住地保護の例により実

施責任を負う。

(注) 問２‐28‐２の場合も同様。

   なお、当該者が入所前に属していた世帯が移転した場合であっても、その世帯が従

前居住していた地に居住地があるものと認定するため、従前の実施機関が引き続き実

施責任を負うことになる。

※障害者総合支援法の改正により、平成２６年４月から共同生活介護（ケアホーム）と共

同生活援助（グループホーム）とが一元化されたことに伴い、共同生活介護（現共同生

活援助）に係る実施責任の取扱いについては、問２‐28‐２を参照のこと。

障害者総合支援法附則第８０条及び８１条

平成18年5月1日付事務連絡

「「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正についてにおける改正内容の

訂正等について」

平成18年9月29日付社援発第0929017号

「「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について」
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（問２－26－３）児童福祉法の措置から障害者支援施設に入所した場合の実施責任

Ａ区に住んでいた児童が、虐待により児童相談所の措置でＢ区内の児童養護施設

に入所した。18歳になったが親は児童を引き取る意思がなく、児童養護施設退所後

はＣ区の障害者総合支援法第５条第11項による障害者支援施設に入所した。

入所後保護を申請する場合、実施責任はどこか。

平成18年１０月１日以後に障害者支援施設に入所した者の実施責任は、問２－26－２の

とおり当該施設入所又は入居前の居住地又は現在地により定める（法第84条の３）ことと

されているが、質問のように入所又は入居前に児童福祉法により措置されていた場合の実

施責任は、以下のとおりとする。

児童養護施設は児童福祉法の措置により保護を要せず、実施要領上実施責任の定めがな

いものであるが、局第2－10、課長問答第２の８による児童福祉施設に入所している者に対

する保護の実施責任と同様に考え、入所措置する前の居住地又は現在地を所管する保護の

実施機関が、保護の実施責任を負うものとする。

よって本事例の場合、同一世帯員の有無に関わらず児童養護施設入所前の居住地まで遡

るため、Ａ区が実施責任を負う。また、児童と出身世帯員との生計関係が途絶え、帰来の

見込みもないと認定できるため、別世帯と認定し、単身者として保護を適用する。

＜出身世帯が転居した場合の取り扱い＞

同一世帯として認定すべき世帯員がいる場合（例えば精神疾患により子育てが困難なた

めに児童養護施設に措置されているが関係性は継続しており出身世帯であると認められる

等）も同様に実施責任は遡るが、法第84条の３は、法第19条３項の規定が用いられること

から、出身世帯が移転してもその者が従前居住していた地に居住地があるものと認定する。

この場合、同一世帯に対し２つの実施機関が保護を行う（実施機関の分散）こととなる。

その場合、以下のように取り扱う。

① 障害者支援施設入所者と出身世帯とがともに保護を要する場合は、世帯が同一か否か

にかかわりなく、それぞれ別個に保護を適用する。

② 障害者支援施設入所者と出身世帯のどちらか一方が保護を要する場合は、保護を要す

る世帯の実施責任を負う実施機関だけが、保護を行う。この場合、あくまで同一世帯と

して認定しているものであるため保護を要しない者の収入のうち、必要経費とその者の

最低生活費の合計額を上回る部分を、収入として認定すべきである。

また、同一世帯として認定した上で局第１－２－（８）分離をすることが可能である

が両者の実施機関が異なる場合、実施機関同士の密接な連絡を行うこと。

生活保護別冊問答集 問１－35 問２－25 問２－34
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（問２－26－４） 自立援助ホームの実施責任

  自立援助ホーム入所者の保護の実施責任について、示されたい。

自立援助ホームについては児童福祉法による委託による入所によるか否かによって取扱

いが異なる。すなわち児童福祉施設等から委託により自立援助ホームに入所した場合、一

番初めに児童相談所が措置又は委託を行った居住地または現在地を所管する福祉事務所が

実施責任を負う。なお、委託に拠らず、出身世帯がない場合は現在地保護となる。

（例）

A 市
居住地又は

現在地

児童福祉法に

基づく措置

B 市内

児童福祉施設

児童福祉法に基づ

く委託

C 市内

自立援助ホーム

Ｃ市内の自立援助ホーム入所と同時又は入所中に保護申請となった場合、Ａ市福祉事務

所が実施責任を負うこととなる。

・ 自立援助ホーム

    中学卒業後、就職することにより児童養護施設等を退所した児童に、生活指導等を行う

ことで社会的に自立するよう援助する施設

＊基準計上については問６－９－４を参照。

（問２－27） 自立訓練(生活訓練)宿泊型の実施責任

  障害者総合支援法に定める自立訓練(生活訓練)宿泊型の実施責任について、

示されたい。   

自立訓練（生活訓練）宿泊型に居住する者の実施責任の取扱いは、当該施設の入居期間

は原則２年以内とされており、地域移行するまでの間利用する中間施設と考えられること

から、運用事例集問2‐26のアルコール・薬物依存症対象施設の場合と同様の取扱いとなる。

なお、基準の取り扱いについては問６－５を参照。

参照

平成２０年７月ブロック別事務打合せ会議資料 連絡事項
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（問２－28） 精神障害者福祉ホーム及び軽費老人ホームの実施責任

    精神障害者福祉ホーム及び軽費老人ホームの実施責任について、示されたい。

精神障害者福祉ホームは、現に居室を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居

室等を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、社会復帰及び

自立の促進を図ることを目的とする。入所期間は原則２年以内であるが、必要があれば期

間を定めず延長することができる。        

  また、軽費老人ホームは、家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活する

ことが困難な60歳以上（夫婦の場合はどちらかが60歳以上）の者に対して、無料又は低額

な料金で居室及び食事を提供し、その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とす

る。

  このように、両施設とも、居室を提供することを目的としているため、そこが居住地とな

る性格を有している。

  このことから、精神障害者福祉ホーム及び軽費老人ホーム入所者の実施責任は、施設所在

地を所管する実施機関が実施責任を負うこととなる。

  なお、同様の性格を有する施設としては、身体障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム、

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等がある。  
  経過措置  上記の取扱に関わらず、都内の福祉事務所が実施責任を負い、平成13年３月

    31日以前から引き続き都内の精神障害者福祉ホームに入所している場合、実施

    責任は当面、従前の実施機関が負うものとする。

課長問答 第２の７

（問２－28－２） 障害者総合支援法に規定する共同生活援助を行う住居（グループ

ホーム）に入居する者に対する実施責任

   障害者総合支援法に規定する共同生活援助を行う住居（グループホーム）に入居す

る者に対する実施責任について示されたい。

法第８４条の３の規定は、平成１８年４月１日以降に共同生活援助を行う住居（グルー

プホーム）に入居する者についてのみ適用されるものであることから、平成１８年３月３

１日以前に既に入居していた者が、平成１８年４月１日以降に保護申請した場合について

は、従前どおり当該住居を居住地として、この居住地を所管する実施機関が実施責任を負

う。

また、平成１８年４月１日以降に共同生活援助を行う住居（グループホーム）に入居し
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た者が、平成１８年４月１日以降に保護申請した場合については、法第８４条の３の規定

により入居前の居住地又は現在地を所管する実施機関が実施責任を負う。

なお、被保護者がこれらの住居に入居した場合は、その者の入居期間中、従前の保護の

実施機関が従前どおり実施責任を負う。（局長通知第２の９）

平成１８年４月１日以降に保護を受給している夫婦の一方が他管内のグループホームに

入居した場合は別々に基準計上を行うが、グループホーム入居者についても、入居前の居

住地を所管する実施機関が実施責任を負うこととなる。

  
障害者総合支援法附則第８０条及び８１条

平成18年5月1日付厚生労働省社会･援護局保護課保護係長名事務連絡

（問２－29） 夫婦の一方が認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等に入所し

た場合の実施責任

居宅において保護を受給していた夫婦のうち、一方が他管内の認知症対応型共同生

活介護（グループホーム）に入所した。

  この場合、入所した者に対する実施責任はどうなるか。

  前述の問２－28（中段のなお書き以降）に示すとおり、認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）に入所した者に対する保護の実施責任は、経過措置の対象となる者を除き、

グループホーム所在地を所管する実施機関が実施責任を負うこととなる。

  したがって、この事例のように、夫婦の一方が他管内のグループホームに入所した場合、

居宅にいる者と入所した者と別々の実施機関が実施責任を負うこととなる。

なお、ケアハウスや福祉ホーム等、居宅基準による施設に入所した場合も同様の取り扱

いとなる。

課長問答 第２の７ 前述の問２－28 を参照のこと。

別冊問答集 問２－２４、２－２５
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（問２－30） 警察署等から釈放された者の実施責任

       

(1)居住地のない単身者甲は、Ａ区内で窃盗事件を起こし、管轄の警察署に逮捕され

たが、軽微な犯罪であったため検察に送致されることなく釈放された。釈放時に

保護を要する状態の場合、実施責任はどうなるか。

(2)居住地のない単身者乙は、Ａ区内で傷害事件を起こし、管轄の警察署に逮捕され

た後、Ｂ区内の検察庁で取調中、異常行動がみられたので、検察庁は精神保健福

祉法に基づき通報したところ、甲は同日、Ｃ区内の病院に医療保護入院すること

となった。この場合、保護の実施責任はどうなるか。

(3)傷害事件を起こし逮捕された丙は未成年であったため、家庭裁判所に送られ、少

年鑑別所に入所した。その後、審判により自立援助ホームに入所した場合には、

保護の実施責任はどうなるか。

（１）窃盗事件（Ａ区）→警察署（Ａ区）→釈放

  刑務所又は少年院より釈放される時点において要保護状態にある者で、帰住地がないか、

明らかでなく、刑務所又は少年院からその旨の連絡通報が刑務所又は少年院所在地の実施

機関にあった場合には、当該刑務所又は少年院の所在地を現在地とみなすこととなってい

る。また、勾留の執行停止の場合や、拘置所を出所した場合も同様に取り扱うこととされ

ている。

  設問の場合も、これに準じた取扱いによって保護の実施責任を定めることとなり、警察

署から要保護状態の旨の連絡通報が所在地の実施機関にあった場合は、警察署所在地のＡ

区福祉事務所が保護の実施責任を負うこととなる。

（２）傷害事件（Ａ区）→警察署（Ａ区）→検察庁へ身柄送致（Ｂ区）→病院（Ｃ区）

入院後、直ちに申請又は連絡があった場合は、局長通知第２－１－(1)ただし書きにより、

発病地である検察庁所在地のＢ区福祉事務所が乙の現在地を所管するものとして、保護の

実施責任を負う。

ただし、検察庁では被疑者を逮捕時の警察署に拘束したまま取り調べを行う場合があり、

この場合には当該警察署を現在地として取り扱う。なお、管轄警察署の施設が使えないと

きは、他の警察署の施設に勾留することがあるが、この場合、勾留された警察署ではなく

管轄警察署を現在地として認定する。

また、警察署で取り調べの後、そのまま釈放となり直ちに病院に搬送され、入院した場

合(釈放時に要保護状態にある場合をいう｡)で、入院後直ちに申請又は連絡があった場合に

ついても同様に、発病地である当該管轄警察署を現在地と認定するものである。

（３）傷害事件（Ａ区）→警察署（Ａ区）→家庭裁判所（Ｂ区）→少年鑑別所（Ｃ区）

   →自立援助ホーム（Ｄ区）
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※家庭裁判所に送致されると、同日中に少年鑑別所への入所が決定される。

少年鑑別所は、家庭裁判所が審判で処分を決定するために、少年の資質を調査すること

を目的とする機関であり、刑務所や少年院等の刑事施設とは性質が異なる。よって、保護

の実施責任を定めるに当たり、刑務所や少年院による方法に準ずることはできず、本事例

でいえば自立援助ホームに入所する場合の実施責任の取扱いにより定めることになる。

したがって、少年鑑別所を出所した後に自立援助ホームへ入所し、同時に保護を開始さ

れる場合には、局長通知第２－４を準用して、入所前の居住地又は現在地で定めることに

なる（運用事例集問２－２６）。つまり、入所前の現在地である少年鑑別所所在地のＣ区

福祉事務所が実施責任を負う。

（問２－31） 出所後まもなく保護を要する状態になった者の実施責任

  

刑務所等を釈放された者が保護を要する状態の場合、実施責任はどうなるか。

刑務所や少年院を釈放又は仮釈放された者で、帰住先がないか明らかでない場合は最初

に相談を受けた福祉事務所が実施責任を負うこととなる。しかしながら、出所時に要保護

状態であり、刑務所又は少年院から要保護状態である旨の連絡通報が刑務所又は少年院所

在地の実施機関にあった場合には、刑務所又は少年院の所在地を現在地として実施責任を

定めることとなる。

なお、地域生活定着支援センターによる調整を受けた場合は、その帰住先となる自治体

が実施責任を負う。この場合、住所地特例のある施設においても特例は適用されず、施設

所在地を現在地として保護を実施することとなる。

なお、刑務所等から釈放され、又は保護観察に付されている者が更生保護会の宿泊所に

入所している場合で、更生保護事業法による委託保護期間を過ぎても引き続き当該宿泊所

に滞在し、安定した居住関係にある者が例外的に保護を要する状態となったときは、宿泊

所を居住地とする。

局第２－１２－（３）

別冊問答集 問２－４２－２
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（問２－32） 法第73条による都費負担対象ケース

    法第73条による都費負担対象ケースの取扱いについて、示されたい。

１ 対象ケース  

(1) 居住地がないか、又は明らかでないため、現在地を管轄する保護の実施機関が現在地

により保護を適用し、都が費用負担する者

① 路上生活者等であって、現に住居若しくは帰住地のない者

② 外国からの引揚者であって帰住地のない者

③ 各地を転々と異動しながら仕事に従事していて、安定した住居のない者

④ 寄宿舎を附設しない派出看護婦会に所属し、転々と住込先を変更する派出看護婦で

あって居住地のない者

⑤ 刑務所又は少年院より釈放された場合であって帰住地がないため当該刑務所、少年

院を現在地とする者、又は帰住地があっても帰住先が出身世帯でないため、帰住地を

現在地として保護する者（局長通知第２－１２－ (3) ）

⑥ 完全に住居を失った罹災者

⑦ 家屋明渡し等の強制執行処分等を受け、完全に居住地を失い行き先のない者

⑧ 解雇された住込み就労者で帰住地のない者

⑨ 飯場を転々とする者

  ただし、同一飯場に３か月以上の期間住み込んでいる労働者であって、就労状態が

安定しているものを除く。

⑩ 簡易宿所（旅館）居住者

   ただし、３か月以上の期間引き続き居住した事実があり、かつ、将来における居住

の期待性が明白に認められるものを除く。

   なお、３か月以上同一簡易宿泊所に居住した事実があれば、通常、将来についても

居住の安定性が期待されるものであり、当初、法第19条第１項第２号により保護を開

始した世帯についても３か月以上経過した時点で本人の意思、家財道具の保管状況、

生活設計等を調査することによって、更に将来における居住の期待性について判断す

べきものである。

  また、次の場合にも都費負担対象ケースとして取り扱う。

・老人ホーム入所待機者（入所判定委員会を既に経ており、概ね６か月以内にホーム

入所が可能な者）

・更生施設等入所待機者（概ね３か月以内に入所が可能な者）

・転居のためにアパート等を探している者（概ね３か月以内に転居が可能な者）

・就職等が確定している者（概ね３か月以内に転居予定の者）

⑪ 売春防止法による婦人保護施設又は女性相談センターの行う一時保護の施設に入

所している者で他に居住地のないもの。

⑫ 局長通知・第２－１の本文、同１－ (1)及び (3)、同２（同１－ (2)の場合を除く。）
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の場合の入院・入所者

⑬ 局長通知・第２－３の場合の施設入所者で、現在地保護の対象となる者

⑭ 局長通知・第２－４の場合の施設入所者で、現在地保護の対象となる者

⑮ 局長通知・第２－５及び７の場合の入院・入所者又は保護施設通所事業利用者で、

現在地保護の対象となる者。

⑯ 保護施設、養護老人ホーム、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム（措置）、障

害者支援施設に入所している者又は共同生活援助、共同生活介護を行う住居に入居し

ている者であって、法第19条第３項（法第84条の３により適用される者を含む。）の

規定により入所前の現在地により保護が適用される者

     なお、入所と同時に居住地を失った者又は入所後に居住地を失った者については、

入所前の居住地による居住地保護（区・市費負担）が適用されるものであることに留

意する。

⑰ 局長通知第２－９の場合の障害者支援施設入所者・共同生活援助若しくは共同生活

介護を行う住居の入居者で、現在地保護の対象となる者

⑱ 局長通知第２－１０の場合の児童福祉施設入所者で、現在地保護の対象となる者

⑲ 継続的な住居の提供や継続的な生活保障以外の目的を持った施設（他法によると法

外であるとを問わない。）の入所者で、他に居住地がないため現在地により保護が適

用される者

⑳ その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

(2) 居住地により保護するが、都が費用負担する者

① 宿所提供施設又は児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に居住する被保

護者

ただし、これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内

に居住地を有していた者であって、当該施設に入所することを原因として居住地を喪

失したものを除く。

     なお、宿所提供施設又は児童福祉法による母子生活支援施設利用中の者を保護施設

に入所させた場合には、宿所提供施設又は母子生活支援施設の利用中に法第73条第２

号による取扱いをしていた者であっても、法第73条第１号の対象者とはならない。

     この場合、宿所提供施設又は母子生活支援施設は、法第19条第３項にいうその者の

入所前の居住地として取り扱われ、一般の例により、居住地保護すべきものである。

(3) その他

① 社会福祉法第２条第３項第８号に規定する無料低額宿泊事業を行う施設（以下「宿

泊所」という）は公営、民営を問わず、１日契約で利用者が宿泊料を支払う簡易宿泊

所（旅館）に類するものを除き、一般に居住地と認められるものであり、そこに居住

している者から保護の申請があった場合には都費負担ケースとはならない。

② 路上生活者等（宿泊所入所後まもない者を含む）から相談・申請があった場合に、

福祉事務所が保護の適用にあたって宿泊所を利用させる場合の具体的取扱いは以下

による。

・路上生活者が宿泊所入所後まもなく保護の申請を行い、保護開始となった場合には、

現在地保護とするが、その後３ヶ月間経過し、それ以降の居住の安定性が確認される
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場合は、居住地保護に変更する。

・福祉事務所が保護の適用にあたって、路上生活者に宿泊所の利用を勧め、具体的な

施設を紹介したうえで入所させた場合は、期間を問わず都費負担となる。

③ 更生保護事業法による更生保護施設については、委託保護期間を満了し引き続き在

所する者の居住関係が、一般の居住におけるものとほとんど変わらない程度に安定し

ていれば居住地として保護するものであり、都が費用負担しないものである。

④ 水上生活者については、そのうち通常一定の泊地がある状態のものは、その泊地を

居住地と認定し、居住地保護するため、都が費用負担しないものである。

  これに対して、泊地がないか、又は明らかでない場合は、寄港地を所管する保護の

実施機関により現在地保護されるため、都費負担対象となる。

⑤ 外国人に対する保護は、法による保護決定に準じて行うものであるが、その実施責

任は在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地によることから、費用

の負担について、法第73条第１項に準じた取扱いはあり得ないものである。

２ 対象ケースの区分方法

都費負担対象ケースについて、これを他のケースと区分するため、保護決定調書等各

帳票類に表示しておく。

３ 経理事務処理

月の途中で費用負担区分を変更するケースについては、事務処理の簡便上、翌月から

負担区分を変更する。

昭和40年７月13日付民保護発第 644号民生局長通知

昭和42年12月25日付民保護発第1124号民生局長通知

平成15年３月25日付福生保第1402号生活福祉部長通知

平成18年９月29日付社援発第0929017号社会・援護局長通知



第３ 資産の活用
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第３章 資産の活用

この章で扱う事項

資産保有の可否について

・自動車、バイクの保有について            ・・・問３－１～３

・互助会、保険加入、学資保険、個人年金等の取扱い     ・・・問３－４～８

・保護受給中の預貯金、預託金の取扱い                   ・・・問３－９

居住用資産の取扱いについて

・居住用資産の保有の可否について           ・・・問３－10、11

・要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用      ・・・問３－12

キーワード

【保護の補足性と資産活用】
  生活保護の適用にあたっては、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力そ

の他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件として

いる。（法第４条第１項）

  したがって、最低生活の内容としては保有及び利用を容認するに適当でない資産は、

原則として処分したうえで、最低限度の生活の維持のために活用させることになる。

  資産活用の方法には、①当該資産の保有を認めてその本来的用途に従って活用する、

②売却あるいは貸与により得た収益を最低生活費に充てる、の二つに分けられる。この

うちのどちらによって資産活用を行うべきかは、地域の一般世帯との均衡、要保護世帯

における当該資産の役割（現実の利用状況、将来の活用見込みの有無）、世帯の自立助

長に与える効果、維持費用及び処分費用の程度などを総合的にみて判断する必要がある。

  なお、当該世帯の居住の用に供される資産（土地及び家屋）について、処分価値と利

用価値の比較が困難なことから保有の可否を判断しがたい場合には、原則として各実施

機関が設置するケース診断会議において、総合的に検討を行うことが求められている。

【急迫保護と法第６３条返還】
  保護の補足性の原理は、「急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げ

るものではない」（法第４条第３項）ことから、急迫の場合等において資力があるにも

かかわらず、保護を受けることも想定される。この場合には、被保護者は、保護に要す

る費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、支給された保護費用の範囲内において

実施機関が定める額を返還しなければならない。（法第６３条）

  保護開始時に、保有を容認できない資産があった場合には、保護の実施機関は資産処

分の指導を行うと同時に、処分した場合に得た収益に相当する額については、法第６３

条に基づく保護費用の返還を求めることになる旨の説明を行う必要がある。

  また、保護受給中に被保護世帯が得た資産についても、同様にその資力を認定して、

最低限度の生活の維持のために活用させることが求められる。通常は、資力が発生し現

実に収益を得た時点での収入認定によるが、資力があったことが事後に認定された場合

には、「資力がありながら保護を受けた」期間に支給された保護費用を上限として、当

該資力に相当する額の費用返還を求めることになる。
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第３ 資産の活用

（問３－１） 被保護者の自動車の保有

  被保護者の自動車保有は、どのような場合に認められるか。

被保護者の自動車保有は、地域の普及率にかかわらず、一定の条件のもとにおいて限定

的に認められている。その理由としては、自動車の利便性もさることながら、その購入費

用や処分価値が一般に大きいこと、維持費や駐車場の経費が最低生活を圧迫しかねないこ

と、また、事故の場合の被保護者の負担能力に問題があること等が挙げられる。さらに、

地域の低所得層の生活実態との均衡及び生活感情をも考慮すれば、現時点では、所有又は

借用を問わず、自動車保有を原則的に容認する段階には至っていない。

被保護者の自動車保有は、次の場合に認められる。

１ 事業用品としての自動車

  その自動車が現に事業の用に供されている場合、又は近々事業の用に供される場合で

あって、その活用により相当程度の収入をあげており、あるいはあげることが期待され、

世帯の自立に効果的と認められる場合

＊「事業の用に供されている」と判断する場合の基準

   当該就労によって得られる収入の額が、自動車の維持に要する経費を著しく上回っ

  ていること

２ 生活用品としての自動車

(1) 障害者が通勤用に使用する場合

(2) 以下の者が、通勤用に使用する場合

  ① 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等

  ② 勤務先が公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある者

  ③ 深夜勤務等の業務に従事している者

＊「通勤用」と判断する場合の基準

   ア 勤務日数、勤務時間等が、その者の身体状況及び生活状況から判断して合理的

    な水準であり、稼働能力の十分な活用が図られていると認められること

イ 公共交通機関の利用が著しく困難であるか否かは、例えば駅やバス停までの所

要時間、公共交通機関の１日の運行本数、当該地域の低所得者世帯の通勤実態を

踏まえ、実施機関で総合的に判断するものである。

ウ 公共交通機関の利用が可能な保育所等(小学校入学前の児童に限る｡)が近隣に

ないか、転入所がきわめて困難であり、転職するよりも現在の仕事を継続するこ

とが自立助長の観点から有効であると認められた場合、保育所等の送迎のための

通勤用自動車の保有も認められる。



- 54 -

エ 深夜勤務等通勤時に交通機関の利用ができない業務に就業している場合には、

実際の交通手段を確保できないという事実があることを前提に、保有容認し得る

か否かを検討するものである。

オ 保護開始時、失業や傷病により就労を中断しているが、概ね６か月以内に就労

し保護から脱却することが見込まれる者であって、自動車の処分価値が小さいと

判断されるものは、処分指導を保留することができる。また、概ね６か月経過後、

保護から脱却していない場合においても、自立支援プログラム等により具体的に

就労による自立に向けた活動が行われている者については、保護開始から概ね１

年の範囲内において、処分指導を行わないものとして差し支えない。求職期間中

の使用は認められないが、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住してい

る者は、求職活動に必要な場合に限り使用が認められる。

(3) 障害者（児）が通院、通所及び通学に使用する場合

＊「通院・通所等用」と判断する場合の留意点

   ア 「定期的利用」とは、おおむね月２回以上をいう。

   イ 実施要領上の「自動車維持費用が他からの援助、他施策等によりまかなわれる」

とは、各種手当の収入認定除外分、燃料費補助、世帯外の親族等からの指定付き

援助等をいうほか、援助可能な親族等がいない場合、障害者加算（他人介護料を

除く）の範囲で賄うことも認められる。

ウ 公共交通機関の利用が著しく困難な障害の程度については、下肢、体幹機能障

害、内部障害等により歩行に著しい障害を有する場合、知的障害者にあっては多

動、精神障害者にあってはてんかんが該当すると考えられる。身体障害の場合に

限っては、現時点で障害の判定がされていなくても、近い将来、障害の程度の判

定を受けることが確実に見込まれる者については保有が認められる。

   エ 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う

送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での

通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車に

より通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められる

こと。

(4) 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために必要とする

場合

上記の保有要件に該当しない場合には、自動車の保有は認められないこととなるが、世

帯個別事情によっては保有を容認すべき事例も考えられるため、このようなときには、個

別ケースに応じて判断し、厚生労働大臣に情報提供する。（厚生労働大臣への情報提供に

ついては、問12－15参照）

局長通知第３－３

別冊問答 問 3－14 ～ 問 3－20

課長問答 第３の９、第３の９の２、第３の12
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（問３－２） 保有の認められている自動車の買換え

  保有を容認されている自動車が、古くなって使用に耐えなくなった場合、買換

えをすることは認められるか。

自動車の買換えは、扶養義務者等からの援助による場合には認められてきたが、保護費

のやり繰りによる貯えで自動車を買い替えることは本来最低生活の維持に充てるべき保護

費によって資産を形成することとなることや、最低生活の維持に支障を来す恐れがあるこ

とから、容認しない取扱いとしてきた。しかし、課長問答第3の18の規定により、保護費の

やり繰りによる貯えが生活保護の趣旨目的に反しない限り活用すべき資産にはあたらない

ものとして、次のいずれにも該当する場合には保有を容認された自動車の更新が認められ

ることとなった。

１ 保有が容認されていた自動車が使用に耐えない状態となった

２ 保有が容認されていた事情に変更がなく、自動車の更新後も引き続き課長問答第3の

   9又は同第3の12に掲げる保有の容認要件に該当する

３ 処分価値が小さく、通勤、通院等に必要な範囲の自動車と認められる

４ 更新にかかる費用が扶養義務者等他からの援助又は保護費のやり繰りによって生じ

た預貯金等によって確実に賄われる

ただし、実施機関の事前の承認を得ることを原則とし、預貯金によって買換える場合に

は、不正の手段により蓄えられたものではないこと等を確認すること。また、自動車の価

格や排気量等について十分検討し、その使用目的にふさわしい程度のものとすることが必

要である。

開始時に保有していなかった者の新規の自動車保有は、購入・贈与を問わず、保有要件

に該当していたとしても、原則認められない。ただし、保護受給中の自動車の現物贈与に

ついては、更新であって処分価値のないものに限り、従前から認められている。

  問３－１において情報提供したケースについては、車種、経費の変更等状況に変動があ

れば、再度厚生労働大臣に情報提供することになる。

課長問答 第 3の 18、第 3 の 23
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（問３－３） バイクの保有

  バイクを通勤用に使っている者から、保護の申請があった。保護を開始すること

となったが、バイクの保有は認められるか。また、生活用品として保有することは

認められるか。

総排気量125ccを超えるバイク（平成２７年６月までにあっては総排気量250cc以上のバ

イク）については、自動車の取扱いに準じて取り扱うべきものである。したがって、生活

用品としての保有は認められない。

総排気量125cc以下のバイク（平成２７年６月までにあっては総排気量250cc未満のバイ

ク）及び原動機付自転車については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、次

の要件を満たすものについては保有を認めて差し支えない。

１ 当該バイクが現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有して

いる方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。

２ 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるこ

と。

３ 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。

４ 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。

平成２７年６月までに上記によりバイク保有の認否を行った場合にあっては、引き続き

当該認否の判断を継続して差し支えない。

なお、通勤用・事業用のバイクは、その購入費用及び保有のための維持費は就労収入か

ら必要経費として控除することができるが、それ以外の目的で保有を認める場合は、購入

費用、保有のための維持費を必要経費として控除することはできない。

別冊問答 問３－２３ 課長問答 第8の23

（問３－４） 冠婚葬祭互助会への加入

  冠婚葬祭互助会に加入している者から保護申請があったが、生命保険に加入し

ている場合と同様と考え、加入が認められないときは解約指導を行わなればなら

ないか。

生命保険も冠婚葬祭互助会（葬祭の場合に限る。）も、一定の条件のもとで解約すれば
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解約返戻金がでることから、保護開始時における「利用し得る資産」であるという点にお

いては、同様の性格を持っている。したがって、冠婚葬祭互助会の場合も、解約返戻金が

一定額を超えるときは、解約させ活用を求めるべきであると考えることができる。

しかし、生命保険の場合には、万一の場合に得られるものが死亡保険金という金銭であ

るのに対し、互助会の場合には、葬祭という現物サービスとなっている。しかも、葬祭は、

個人によって種々の考え方があるとはいえ、一般に社会通念上、特別な需要と考えられて

おり、生活保護法においても葬祭扶助として保障しているところである。

それゆえ、これの解約指導により葬祭給付の保障までも失わせることは、生活保護法が

補足性の原理を持っているとしても、要保護者の理解を得ることに困難を伴う。したがっ

て、冠婚葬祭互助会については、生命保険の場合の解約返戻金の目安である30万円という

金額以内であれば、原則として、解約を要せず保有を容認することができるものとする。

ただし、解約返戻金が保護開始時における「利用し得る資産」であるということに変わ

りはないことから、法第63条の適用を条件に解約させないことができる取扱いとする。そ

れゆえ、保護受給中に本人が任意に解約した場合には、開始時の解約返戻金相当額は収入

認定の対象でなく、法第63条により返還させることとなる。

なお、保護受給中に加入者が死亡して葬祭の給付がなされた場合には、法第63条にいう

ところの「資力」が現実化する契機を失ったことになることから、返還金の問題はなくな

り、法第63条の設定を解除することになる。

（問３－５） 保護申請時の保険の取扱い

生命保険に加入している世帯に保護を適用する場合の留意点について示されたい。

課長問答 第３の11により、保護適用後保険金又は解約返戻金を受領した時点で法第63

条を適用することを条件に保険の保有を認める場合は、次の点に留意する。(なお、保護開

始直後の解約返戻金の取扱いは、問１１－１４参照）

１ 保護申請時に保有している保険の考え方

  生命保険は被保険者の生死を保険事故とし、その事故が発生したときに保険者が一定

の保険金を支払うことを約し、被保険者が保険料を支払うことを約する保険であるが、

このように保険には「万一の場合に備える」という保障的性格に意味があり、日常の生

活費の不足を補うために保険を中途で解約することは、むしろ例外とされている。した

がって、生命保険の解約返戻金は「資産」とはいっても、払戻しを当然に予定している

預貯金とはかなり性質を異にしているので、少額の解約返戻金まで活用を求めるのは社

会通念上適当ではない。また、解約はかえって保護廃止後の世帯の自立更生に支障を生

じさせるおそれもある。

  これらの事情を考慮し、解約返戻金が少額であり、かつ保険料額が当該地域の一般世

帯との均衡を失しない場合には保護開始にあたっても、直ちに解約して活用することを
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要しない取り扱いが認められている。ただし解約返戻金はあくまで「利用し得る資産」

であるので、保険金等を受領した時点で所定の額を返還すべきものとされているのであ

る。（課長問答 問第３の11）

２ 保有が認められる保険の種類及び類型

１の趣旨から、保有が認められる保険の種類は、死亡、障害の危険対策を目的とする保

険となる。なお、住宅積立保険など貯蓄性の強い保険は保有を認められないとされてい

る。しかし、いわゆる掛け捨て保険以外は事故保障部分と貯蓄的性格部分を多かれ少な

かれ合わせ持っている。また、今日の保険は種類が多様化しているため、保険を性格に

よって一義的に分類することは困難となっている。ここでは、貯蓄性の強い保険とは、

死亡・障害保険金給付のないものとする。

  原則として、保険事故が発生した場合に、その利益が当該被保護世帯に帰属するもの

について、保有が認められる。

  したがって、保険の契約者、被保険者及び受取人が誰になっているかを把握した上で、

判断する。

(1) 保険の契約者が、当該被保護世帯員でない場合は、そもそも解約指導の問題は生じ

ない。また、保険の契約者は当該被保護世帯員となっているが、実際に保険料の支払

いを行ってきたのは当該被保護世帯以外の者であることが立証されるときには、現実

に即して処理する。

(2) 保険事故発生時の利益が当該被保護世帯に帰属しないものは、利益が当該被保護世

帯に帰属する契約に変更することを条件に保有を認めることができる。

(3) 単身者であっても、入院の際の入院給付、後遺障害等に対する給付等が見込まれ、

世帯の自立に役立つと判断される場合は保有を認める。

３ 解約返戻金の多寡

解約返戻金の額が少額かどうかの判断は、当面、30万円または最低生活費（介護扶助、

医療扶助を除く。）の概ね３ヶ月分を超えているかどうかを目安にして、判断する。

また、保護申請時までに積み立てられた配当金は、解約返戻金の額に含むものとする。

なお、解約返戻金を担保に貸付を受けているときには、実際の受けられる解約返戻金の

額で判断する。

４ 保険料

  一般世帯との均衡に留意するとともに、当該世帯の最低生活費と保険料とのバランス

を考慮し、生活扶助基準の15％程度以下を目安とする。

５ 加入の継続を認めた場合の取扱い

(1) 保護開始時に既に生じている解約返戻金に相当する額については、「保護開始時の

資力」であるため、後日、死亡や満期等により契約終了に伴う保険金を受領した時点、

あるいは解約して解約返戻金を受領した時点で、法第63条により返還を求めることと

なる。

このため、開始時にその旨を文書により通知しておくことが望ましい。併せて、保

険金等を受領した際の収入申告義務についても、周知を徹底しておく。なお、この場

合においてこれまでの払込保険料を必要経費として控除することは認められない。
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(2) 開始時には解約返戻金が生じていない保険については、「保護開始時の資力」はな

いことから、法第63条による返還の問題は起こらない。

(3) 保険金を受領したときは、保険金の種類に応じて次のとおり取り扱う。

まず、満期保険金については、法第63条の返還対象額(保護開始時の解約返戻金相当

額)を除いた額については、保護受給中の預貯金同様に取り扱い、使用目的が生活保護

の趣旨目的に反しない場合は収入認定の対象としない。

次に、死亡保険金が同居の世帯員に支払われた場合は、保護開始時の解約返戻金相当

額が、法第６３条返還の対象となる。それ以外の額については、次官通知第８－３－(3)

－キにより自立更生に当てられる額を除き、８，０００円控除の上、収入認定を行う。

更に、入院給付金等の保険事故に対する給付については、保険契約は継続されており

未だ資産としての保険を保有している状態にあることから、解約返戻金相当額について

考慮する必要はなく、給付額について８，０００円控除の上、収入認定を行う。なお、

この際、次官通知第８－３－(3)－オ(災害等による臨時的保険金)を根拠に、自立更生

に当てられる額については収入認定除外が可能である。

(4) 解約して解約返戻金を受領したときは、法第63条の返還対象額(保護開始時の解約返

戻金相当額)を除いた額については、保護受給中の預貯金同様に取り扱い、使用目的が

生活保護の趣旨目的に反しない場合は収入認定の対象としない。

(5) 生存一時金、祝金等、一定の事実に基づく給付を受領した場合は保険事故による保

険金を受領したものと同様に扱う。

(6) 保護開始後に積み立てられた保険料に係る配当金は、保護受給中の預貯金同様に取

り扱い、使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合は収入認定の対象としない。

６ その他

保護申請時の保険については、保有の可否を問うのではなく、解約返戻金を資産として

活用させるという趣旨で検討する。活用方法は、本人の意思を尊重し、解約又は借り入れ

を選択させる。容認額を超える解約返戻金を活用せず保有している場合、当該超える額を

要否判定上の所持金として処理し、程度の決定にも持ち込む。つまり、解約返戻金全額を

開始時の要否判定及び程度の決定の際に収入認定する訳ではない。

（参照）問３－６「学資保険の取扱い」

     問８－34「被保護者の累積金について」

課長問答 第３の11、第３の20

別冊問答 問３－25



- 60 -

種類 保険 学資保険 預貯金

性格 保険 預貯金 預貯金

保
護
申
請
時
の
取
扱
い

危険対策を目的とす

る保険は、保険本体の保

有を認める。

（ただし、解約返戻金が

30 万円又は最低生活費

の３か月分をこえる場

合、こえる部分の解約返

戻金部分は資力として

活用を求める。）

開始時の解約返戻金

相当額は法第 63 条を適

用する。

１世帯あたりの解約返

戻金の額が 50 万円以内で

あれば、保有を認める。解

約返戻金が 50 万円をこえ

る場合は、こえる部分の解

約返戻金部分は資力とし

て活用を求める。

開始時の解約返戻金相

当額は、法第 63 条を適用

する。

(程度の決定において)世

帯の最低生活費の 1／2

まで保有を認める。

1／2をこえる部分は収

入認定とする。

取
扱
い

保
護
受
給
中
の

加入は可能だが、保有

容認できるものは、当該

世帯の危険対策を目的

としたものに限られる。

加入は可能であり、受給

中の加入であれば、解約返

戻金の取扱いは、保護受給

中の預貯金に準じた取扱

いとする。

使用目的が生活保護の

目的に反しない限り、資

力として認定することを

要しない。

（問８－34 参照）

取
扱
い

解
約
し
た
場
合
の

開始時の解約返戻金

相当額は法第 63 条返還

の対象となる。

保護受給中に増加し

た解約返戻金は、保護受

給中の預貯金に準じて

取り扱う。

開始時の法第 63 条適用

部分は返還対象（返還額を

免除する場合を除く。）と

なる。

ただし、解約返戻金が就

学等の費用にあてられる

場合は、返還を要しない。

保
険
金
を
受
領
し
た
場
合
の
取
扱
い

自立更生に充てられ

る額を除いて、次第８－

３－（2）保険金その他

臨時的収入として収入

認定する。

※ただし、満期保険金は

保護受給中の預貯金に

準じて取り扱う。この場

合、開始時の解約返戻金

相当額は、法第 63 条の

返還対象となる。死亡保

険金も、開始時解約返戻

金相当額は法第 63 条返

還対象。

給付された満期保険金、

は、保護受給中の預貯金に

準じて取り扱う。

（開始時の解約返戻金は

相当額は、法第 63 条の返

還対象となる。ただし、解

約返戻金が就学等の費用

にあてられる場合は、返還

を要しない。）
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（問３－６） 学資保険の取扱い

  学資保険を保有する世帯から保護の申請があった場合、解約を指示すべきか。

また、保険金を受け取った場合の収入認定上の取扱いはどうするか。

学資保険には、様々なタイプがあるが、分類上は保険である。しかし、子どもの進学に

対する金銭的な蓄えを月々行うことがその目的であること、いわゆる保険の要素も含まれ

てはいるものの、その危険負担性は補償事故発生時の月々の保険料負担の免除にすぎない

ことなどから生命保険とは性格が異なっている。一方で費消しないまま残した預貯金等と

全く同様に取扱うことも適当ではない。

  したがって、学資保険については、①同一世帯員の構成員である子が１８歳以下である

時に、同一世帯員が満期保険金を受け取るものであること、②満期保険金又は満期前に解

約した場合の解約返戻金の使途が世帯内の子の就学に充てることを目的にしたものである

こと、③開始時の解約返戻金の額が１世帯あたり５０万円以下であること、の３つの条件

を満たす場合に保有を認め、解約させることなく保護を行なって差し支えない。ただし、

保護開始にあたって、開始時解約返戻金相当額については、法第６３条の返還対象設定と

する通知を行うとともに、返還を求める場合と返還を免除することができる場合それぞれ

の説明を行う必要がある。

なお、開始時の解約返戻金の額が５０万円を超える学資保険を保有する世帯については、

当該超える部分が生活保護法上の「活用し得る資産」にあたることを説明のうえ、解約返

戻金の一部を貸付金として借り入れる等の方法によって活用を求めること。

満期保険金又は解約返戻金を受領した場合は、開始時の解約返戻金相当額は、法第６３

条の適用により返還対象となるが、就学等の費用に充てられる額の範囲内で自立更生に当

たる経費として返還免除とすることができるものである（高校等就学費用との関係につい

ては、問６－81参照）。

  開始時の解約返戻金相当額以外は、保護費のやり繰りによって生じた預貯金の取り扱いに

準じて検討すること（使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない限り、資産とはみなさず、

収入認定の対象としない）。

課長問答 問３の19・20

別冊問答 問３－26～33
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（問３－７） 個人年金の取扱い

  生命保険会社の個人年金保険に加入し、申請時に既に保険料の支払いを終え、

月額２万円の保険金を受領している場合、どう取り扱えばよいか。

  生命保険会社の積立年金保険や養老保険は、国民年金や厚生年金といった公的年金制度

とは異なり、本人の積み立てた原資を基に、老後に年金形式で保険金の給付を受けるもの

である。従って、一般的には積立金を解約して一時金として受領することが可能である。

  生活保護法上は、年金等の公的給付としてではなく保険として取扱い、他の生命保険契

約と同様に、返戻金の額、保険料額、給付内容を把握した上で保有の可否を検討する。設

問のように月額２万円の給付を得るためには、ある程度の積立金が積立てられていること

が推測されるので、その金額の確認を要する。一時金（解約返戻金）として受領した場合、

受領金額が保険給付と比較すると本人に不利になる場合があるが、保有の可否を判断する

基準は一般の生命保険の解約返戻金の保有容認限度額と同様である。

  保有が容認された場合及び保護受給中に加入した個人年金に基づく保険金収入は、次官

通知第８－３－ (2)－ウ（財産収入）に準じて、全額収入認定する。

なお、本設問は、すでに保険料の支払いを終えており、専ら保険給付を得るのみである

事例の場合である。保護受給中に保険料の支払いを継続する必要があるのであれば、単に

将来の保険給付を期待して資産形成を行なうための個人年金は加入及び保有継続を認める

ことが適当でないものとなるので、注意が必要である。

（問３－８） 保護受給中の保険加入の取扱い

  保護受給中の保険加入の取扱いはどのようになるか。

被保護者が、保護開始後に、最低生活上認められる範囲のやりくりにより、保険料を拠

出して一定の任意保険に加入することは認められるものである。種類としては、危険対策

を目的とするものに限られるものであり、貯蓄的性格の強い保険は認められない。

また、被保護世帯に保険による保障の効果の及ばないもの及び世帯員の危険を保障する

ものでないものは、被保護者に求められる生活上の義務（法第60条）から、好ましくない。

同じく、保険金額及び月々の保険料についても、一般世帯との均衡を考慮する必要がある。

上記の点を踏まえる限り、被保護者が、保護受給中に保険に加入することは、自由であ

る。そして、加入した保険が一定期間を経過すると、解約返戻金を生じることとなるが、

この場合においても、解約返戻金の多寡によって途中で、解約指導を行う必要はない。
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ただし、保険の加入及び継続を認めることは、後に保険から得られる収入が世帯の自由

な処分に委ねられることを意味するものではない、という点を十分に説明しておくことが

大切である。

つまり、死亡保険金等の保険金を受領した場合、自立更生に充てられる額を除いて、次

第８－３－(2) 「保険金その他の臨時的な収入」として取り扱い、8,000 円をこえる額を

収入認定する。これらの場合、それまでの払込保険料を収入から必要経費として控除する

ことは認められていない。

ただし、任意に保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合や、満期保険金（配当金、

祝金等の一時金等も含む｡）を受け取った場合は、預貯金に準じて取り扱い、使用目的が生

活保護の趣旨目的に反しない場合は収入として認定しない。(これらの収入があてられる経

費については、保護費の支給又は就労に伴う必要経費控除は必要ないものである｡）

  なお、学資保険については、問３－６参照のこと。

課長問答 第３の20

（問３－９） 保護受給中の預貯金の取扱い

  被保護者が保護受給中に預貯金をすることは認められるものであるか。

被保護者が保護受給中に預貯金をしている場合、その使用目的が生活保護の趣旨目的に

反しないと判断されるときは、法第４条にいう「利用し得る資産」の形成にはあたらない。

つまり、単に将来の出費に備えるという意味での蓄財一般は認められないが、生活保護

の趣旨目的に沿った具体的な目的を持った蓄えについては、それらが預貯金という形をと

っていたとしても「利用し得る資産」とはならないものである。

次に、上記の範囲を超えた預貯金の保有が判明したときには、最低限度の生活維持のた

めに活用を求めることとなるが、直ちにこれを収入認定するのは好ましくない。一定額を

超える預貯金を保有しているということは、これまで食事や衣料等の生活必需品を極度に

切り詰めて生活してきた結果と考えられ、その世帯はどこかに最低限度の生活に欠けると

ころが生じていることが多いものである。

それゆえ、範囲を超えた額については、まず、最低限度の生活に欠ける部分を補い、生

活基盤を回復させるために使うよう指導することとなる。最低限度の生活に欠ける部分を

補っても更に残余の額がある場合は活用しうる資産として活用を求めることとなる。

課長問答 問３の18

参照 問８－34
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（問３－10） 居住用資産の保有否認

居住用資産保有ケースについてケース診断会議で検討した結果、保有を否認した

が、処分指導が困難な場合はどのような場合があるか。

  被保護世帯が保有し居住の用に供せられる家屋及び家屋に付属した土地については、当

該資産の処分価値が一定基準〔ケース診断会議選定基準額：30歳代及び20歳代の夫婦と４

歳の子を例とする３人世帯（１級地－１）の基準生活費の10年分＋住宅扶助特別基準額（１

級地－１）の10年分＋高額療養費自己負担限度額の10年分〕を上回る場合は、ケース診断

会議において保有の要否及び援助方針を検討する。

検討の結果の援助方針は、以下の４点に大別される。

１ 居住用資産の保有を認める場合

２ 保有を否認するが処分指導を保留する場合

３ 保有を否認し、売却以外の活用を指導する場合

４ 保有を認めず処分を指示する場合

２の「保有を否認するが処分指導を保留する場合」とは、資産の処分価値が大きく保有

を容認することはできないが、知的障害のある単身世帯で、資産の売却を行うといった重

要な法律行為を行うことが困難な場合等が想定される。この場合、成年後見制度等の活用

が可能であれば、必要な手続をふまえたうえで、処分指導の留保を解除することが望まし

い。

  ３の「保有を否認し、売却以外の活用を指導する場合」とは、再建築が不可能な土地(例：

他人の土地に囲まれ道路に接していない土地)等、立地条件から売却が困難な不動産を保有

する場合に、賃貸等の活用を指導する方針を選択する場合等が想定される。

  １の場合を除き、保有を否認した場合は、法第63条を設定した旨を文書で通知する必要

がある。この場合、文書を送付する事のみで済まさず、査察指導員が同行して、生活保護

の趣旨を十分に説明し、被保護者の理解を得るようにする。具体的な処分指導は個々のケ

ースに応じて最も適当と思われる方法で行う。

なお、被保護世帯が不動産を保有する場合は、保有を容認又は否認するかに関わらず、

資産台帳及び不動産保有者リストを作成し、３年ごとの固定資産税の評価替えの都度、内

容を更新し状況を確認する。

  平成８年３月21日付７福生保第1501号福祉局生活福祉部長通知
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（問３－11） ローン付き住宅の取扱い

  ローンの支払いが残っている住宅の所有者から生活保護の申請があった。保有

を容認するのは、どのような場合か。

ローン完済前の住宅を保有している者を保護した場合は、結果として保護費から返済を

行うことになるので、原則として保護の適用を行うべきではない。（資産の処分が困難で

生活の困窮状態が急迫した状況にある場合は、保有を否認し法第63条を設定した上で保護

を開始する。）

しかし、マンションの処分価値が居住用資産として保有が認められる程度のものであっ

て、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合、又はローン返済期間が短期間であり、

かつローン支払額も少額である場合には、保有を認め保護を適用することができる。

保有を容認するかどうかは、地域の住宅事情、世帯の状況も含めて判断すべきであり、

返済期間、ローン支払い額の基準を一律に示すのは困難である。目安としては、例えば、

期間は５年程度、金額は月毎の支払額が世帯の生活扶助基準の15％以下程度、ローンの残

額が総額で300万円以下程度が考えられるが、個別事例ごとに慎重に判断すべきであろう。

  ローン返済を別世帯の親族が肩代わりし支払う場合は、世帯を経由せずに金銭のやり取

りが行われているので、収入認定の問題は生じない。ただし、親族にはローン返済を行う

だけの資力がある以上、当該資力を被保護世帯への扶養履行に当てるよう求めるべきであ

る。

課長問答 第３の14

別冊問答 問３－９
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（問３－12） 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能な世帯に対し、どのように援助

していけばよいか示されたい。

  要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、要保護状態にある高齢者世帯に対し、長年住

み慣れた住居に住み続けながら居住用不動産の活用を促す施策として、平成19年４月に開

始された制度である。生活福祉資金の一類型として、東京都社会福祉協議会を貸付主体と

して運営されている。当制度の概要は以下のとおりである。

１ 対象世帯

   借入申込者及び同居の配偶者が65歳以上である世帯（保護受給中に６５歳に達した

場合も含む。）

２ 対象不動産

・評価額が500万円以上である居住用不動産（集合住宅含む）

・賃借権、抵当権等が設定されていないこと

・本人の単独名義又は配偶者との共有名義になっていること

３ 生活保護制度との関係

   貸付資金の利用が可能な世帯に対しては、貸付資金の利用が生活保護に優先するた

め、当該貸付による資産活用を求めることになる。

   貸付が開始された場合、保護の停止又は廃止をすることとなるが、貸付予定期間が

半年を超える世帯であっても、相当長期の場合を除き、停止の取扱いとする。貸付期

間中は、申請時や保護受給中の記録、貸付に係る書類を保管しておくとともに、借受

人の実態把握、貸付額変更に関する意見書の提出等を行う必要がある。

   なお、貸付開始日以前に支給された保護費については、法第63条による返還請求を

行わないものである。(貸付日以前に当該居住用不動産の保有を否認していた場合も同

様｡)

４ その他

   事務手続等については、要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務担当者研修テキ

スト及び資料を参照のこと。

平成19年3月30日付社援保発第0330001号

「要保護世帯向け不動産担保型生活資金の生活保護制度上の取扱い及び保護の実施機関に

おける事務手続きについて」

局長通知 第３－１－（１）・第３－２－（１）

課長問答 第３の21・22

      第10の12－２
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第４章 扶養義務の取扱い

この章で扱う事項

扶養義務について

・扶養義務の取扱い                 ・・・問４－１     
・扶養の期待可能性                  ・・・問４－４、５  

                                                                         
扶養能力調査について                                                   
・扶養義務調査について               ・・・問４－２     
・扶養義務者の把握                  ・・・問４－３     
・扶養照会又は関係機関等による扶養能力の調査    ・・・問４－６     
・扶養義務者への通知及び報告の求めの取扱い     ・・・問４－７     

キーワード

【生活保護と扶養義務】
  生活保護（公的扶助：公費による救貧のための無拠出の経済給付制度）と扶養義務（私

的扶養：扶養義務者間における相互の生計援助）の関係は、後者が前者に先立つもので

ある。しかしながら、現行の生活保護法では、扶養義務を受けることができる条件を有

する者には生活保護を受ける資格を与えないとするのではなく、現実に扶養義務が履行

される可能性があるときにのみ、扶養請求権の行使を受給要件としてとらえている。

  扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は生活保護に優先して行われるべきこと

は、法第４条第２項に規定されており、「扶養援助」「他法他施策活用」は常に検討さ

れなければならない。ただ、これらは「利用し得る」権利としての扶養請求権や他法他

施策の扶助請求権を行使するべきことを前提としているものであり、法令に規定された

各種の手当や給付金等と異なって私的扶養の援助の範囲及び程度については、国民生活

や国民意識の変化に即して判断していくものとならざるを得ない。

  したがって、保護の適用にあたっては、現実に得ることのできる「扶養援助」の程度

を勘案しながら、必要な公的扶助を行うことになる。

【生活保持義務関係と生活扶助義務関係】
  夫婦及び未成熟の子に対する親はそれぞれ民法上、生活保持義務を負うものとしての

関係があると解釈される（民法第７５２条、第８７７条１項）ことから、生活保護法上、

より強い扶養義務の履行が求められる。したがって、生活保持義務関係においては、扶

養義務者の扶養程度は、当該扶養義務者の最低生活費を超える部分（世帯分離した場合

には、生活扶助義務関係と同程度）が、扶養援助されるべきものとしてとらえられる。

  直系血族及び兄弟姉妹、三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありと認める者に

ついては、①現に扶養を実行している者、②過去に当該要保護者から扶養を受けたこと

がある場合等扶養の履行を期待できる特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測

される者、については生活保護制度適用にあたっての調整が図られるべき扶養援助を行

う対象者として考えられる。したがって、生活扶助義務関係においては、社会通念上、

その援助を行う扶養義務者にふさわしいと認められる程度の生活（通常、最低生活費よ

りも高い水準として理解される）を損なわない限度において、可能な範囲で扶養援助が

なされるべきものであるとされている。
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第４ 扶養義務の取扱い

（問４－１） 扶養義務の取扱い

  扶養についての基本的な考え方を示されたい。

法第４条（保護の補足性）第２項において民法に定める扶養義務者の扶養が生活保護に

優先して行なわれるものとされている。扶養は第４条第１項とは異なり、保護の前提とな

る要件ではない。

さらに民法上、扶養の履行は当事者間の協議を前提とし、協議が整わないときに家庭裁

判所が定めることとされている。このことから、生活保護の実施要領上も扶養の履行は努

めて当事者間における話し合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取

り扱うこととしている。

つまり、生活保護法上の扶養の取扱いは、民法の規定により扶養が行なわれた時に、そ

の援助された額を収入認定するという意味であり、実施機関に扶養の履行を強制する権限

はない。

一方、生活保護の利用を考える者は、生活困窮に至る過程で扶養義務者との関係が疎遠

となっている者が多い。また社会の扶養意識も変化していることから、扶養の履行を要請

することが、要保護者の心理的負担となっている実情にある。

以上のことから、生活保護の実施にあたっては、要保護者に対し、扶養が保護適用の前

提要件であるといった誤解を与えないよう、扶養の考え方、扶養調査の方法等について、

的確に説明する必要がある。特に相談時に「扶養届」等の用紙を交付し、記入を義務付け

る等の取扱いは行なってはならない。また、申請受理後に行なった扶養照会に対する回答

が遅れていることを理由として、法定期間内の保護の決定を怠ってはならない。

（問４－２） 扶養能力調査について

  扶養能力調査を実施するにあたっての基本的な考え方及び留意点について、示

されたい。

扶養能力調査は問４－１の基本的考えを踏まえる必要があり、全扶養義務者に対して機

械的に一律な文書照会を行うような取扱いは行わないこと。（別紙「扶養能力調査の流れ」

参照）

  扶養能力調査において、特に留意すべきことは以下のとおりである。

１ 扶養能力調査（照会）は、扶養義務者として把握した者のうち、重点的扶養能力調査
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対象者（生活保持義務関係にある者。それ以外の親子関係にあり、扶養の期待可能性の

ある者。過去に扶養を受ける等特別の事情があり、扶養能力があると推測される者）又

はそれ以外の扶養義務者のうち要保護者からの聴取等により扶養の可能性が期待される

者に対して行う。

２ 扶養照会は、扶養履行の要請ではなく、扶養の意思（可否）の確認及び扶養可である

場合の扶養の程度と方法を調査するものである。

３ 扶養の内容は、金銭的な援助に限らず、被保護者に対する定期的な訪問、電話、手紙

のやり取り、一時的な子どもの預かり等の精神的な支援（金銭的な支援以外の間接的な

支援）も含まれるものである。

（問４－３） 扶養義務者の存否の確認

  扶養義務者の存否の確認を行うに当たって、確認対象者の範囲、確認内容及び

確認方法について示されたい。扶養義務調査を実施するにあたっての基本的な考

え方及び留意点について、示されたい。

１ 確認対象者の範囲

  原則として、絶対的扶養義務者（配偶者、直系血族及び兄弟姉妹）を対象とする。

  相対的扶養義務者は、３親等内の親族であって、要保護者本人からの申告により、①

現に扶養を行っている者、②扶養義務の履行が期待される特別の事情があり、かつ、扶

養能力があると推測される者がある場合にのみ、対象となる。

２ 確認内容

  上記１の範囲にある者について、氏名、生年月日、住所、要保護者との続柄、性別等  
を把握する。

３ 確認方法

要保護者からの申告によることを基本とし、更に保護実施上の必要があるときは、戸籍

謄本等により確認する。

＊扶養義務の履行が期待される特別の事情  課長問答（５の１）参照

＊相対的扶養義務者に対する調査の意義 別冊問答集 問５－４参照
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（問４－４） 扶養の期待可能性の検討

  扶養義務者の存否の確認の後、扶養の期待可能性の検討を行うときの留意事項

について示されたい。

扶養の期待可能性の検討は、要保護者の扶養義務者として把握された者について、その

職業、収入、要保護者との経済的なつながり等を要保護者その他から聴取する等の方法に

よって扶養の期待可能性の有無を検討するものである。

その際、要保護者から扶養義務者に扶養能力がない旨の申立てがなされ、それが真実で

あることが推定され、かつ、その事情が妥当と判断される場合には、扶養照会を省略して

差し支えない。ただし、当該扶養義務者が生活保持義務関係にある場合は、扶養照会を省

略することなく、関係機関に対して照会する等、事情の確認に努めること。

なお、扶養照会を省略する場合でも、当該扶養義務者の職業、収入、家族構成等の生活

の状況と扶養能力がないと判断した理由を記録しておくこと。

＊ 参考 ［扶養照会を省略して差し支えない例］

  ア 被保護者

  イ 社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者

  ウ 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が期待できない者

  エ 夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより

   明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者

  オ 所得税非課税者（無収入の主婦等）であることが明らかな者

  カ 老親等で子等に扶養されている者

  キ 未成年者

課長問答 第５の２

（問４－５）要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が期待できない者

  扶養の可能性の検討にあたって、要保護者の生活歴等から特別な事情があり明

らかに扶養が期待できない者と判断できるのはどのような場合か。

都内の被保護世帯の実態に基づき、出身地や家族の元を離れ、就労等の理由により上京

した後、長期間（１０年間以上）音信不通となっている場合等は、個々の実状に応じて、

扶養の期待可能性のない者として取り扱って差し支えない。
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また、親族が都内近隣に居住する場合についても、生活困窮に至る過程で疎遠になって

いるような事例もあることから、過去１年以上の間、音信も含め全く交流関係が途絶えて

いる場合は、同様に取り扱って差し支えない。

（問４－６） 扶養照会又は関係機関等による扶養能力の調査

  扶養の可能性の検討の結果、扶養照会等を行う必要があると判断された者に対

して、調査・照会を行うときの方法、留意事項について示されたい。

扶養義務の取扱いは、生存権保障としての生活保護制度のあり方と国民一般の扶養の実

態及び扶養意識とに深く関わっている。また、個々の扶養調査は、要保護者と扶養能力調

査対象者それぞれの個別的な関係を踏まえた上で、適切に行われなくてはならない。

したがって、画一的、機械的な取扱いを避けるよう十分留意すること。

１ 調査の方法

(１) 管内の重点的扶養能力調査対象者については、原則として実地調査とする。

(２) 管外の重点的扶養能力調査対象者については、原則として書面により照会する。

(３) 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養の期待可能性のある扶養義務者に対しては、

原則として書面により照会する。なお、実施機関の判断により、電話連絡により行っ

ても差し支えない。

２ 具体的な調査方法

① 書面により照会する場合の取扱い

ア 回答期限を付して、照会する。

イ 期限までに回答がないときは、重点的扶養能力調査対象者については必要に応じて

再度期限を付して、照会する。重点的扶養能力調査対象者以外の者については「扶養

の可能性がない者」として処理して差し支えない。

ウ 更に、回答がないときは、必要に応じて居住地を所管する福祉事務所に書面をもっ

て調査依頼を行うか、又は、その居住地の市町村長に照会する。

  エ イ・ウの段階で扶養の意思がないと判断される場合はその旨を記録する。

② 重点的扶養能力調査対象者に直接照会を行うことが不適当な場合の取扱い

関係機関等に照会を行い、なお扶養能力が明らかにならないときは、必要に応じて居

住地を所管する福祉事務所に書面をもって調査依頼を行うか、又は、その居住地の市町

村長に照会する。

③ 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者に直接照会を行うことが不適当な場合

は、扶養の期待可能性がないものとする。

３ 調査の内容

扶養義務者の世帯構成、職業、収入、課税所得、社会保険の加入状況、税法上の扶養控
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除及び家族手当の受給状況、他の扶養履行の状況

４ 留意事項

① 扶養照会を行うことを事前に要保護者に説明し、了承を得ることが好ましい。要保護

者が希望する場合は、要保護者本人から当該扶養義務者に照会文書を渡す。要保護者が

扶養照会を強く拒否する場合は、理由を確認し、照会を一旦保留し理解を得る。

② 扶養調査又は照会は、扶養義務者から要保護者に対して扶養義務履行の意思があるか

否かの確認であること。

③ 扶養親族が在住する地域を管轄する福祉事務所又は区市町村への調査依頼に当たっ

ては、その理由、経過等を事前に相手方に説明すること。

④ 扶養義務者から扶養する旨の回答を受理した場合には、被保護者に対して、現に扶養

が行われていること及びその内容を確認し、収入申告書を徴した上で収入認定を行うこ

と。また、その後の履行状況についても、定期的に確認し、収入申告書を徴取すること。

⑤ 扶養届が未提出又は提出された扶養届の記載内容が不十分なため当該扶養義務者の

生活の状況が把握できないときは、関係機関への照会等により、世帯構成、職業、収入、

課税所得等について調査し、記録しておくこと。この場合、特に１親等の直系血族につ

いては再照会あるいは関係先への照会を行って、必要事項を把握しておくこと。（重点

的扶養能力調査対象者の場合）

⑥ 生活保護の実施に当たっては、実際に扶養が行われた場合に、はじめてこれを被保護

者の収入として取り扱うものである。また、扶養照会に対する回答が遅れた場合（未提

出を含む）であっても、そのことを理由として、法定期間内に行なうべき保護の決定（開

始若しくは却下）を遅滞させることはできない。

⑦ 扶養援助が行なわれないことのみをもって却下することはできず、真に求められるべ

き扶養の履行が実施されない場合には、別途、法第７７条による費用の徴収手続を検討

することになる。また、そのような場合であっても、努めて当事者間における話合いに

よって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うべきものであること。

別冊問答集 第５－１２
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（別紙） 扶養能力調査の流れ

１ 扶養義務者の存否の確認

         対象者 Ａ 配偶者・未成熟の子の親 Ｂ 直系血族（Ａを除く） Ｃ 兄弟姉妹

      内 容   ・ 氏名、生年月日、住所、要保護者との続柄、性別等を把握する。

         方 法   ・ 要保護者からの申告によることを基本とし、婚姻関係、子供、親の存在の確認

             の必要がある場合のみ戸籍照会を行う。（Ｃについては長年音信不通の場合等は

             ２①の扶養期待可能性がないことから、氏名等判明している範囲のみ把握し、判断の

                    根拠と合わせ記録する。）

２ 扶養能力の調査

   ① 扶養の期待可能性の検討

         方 法  ・ １により確認された扶養義務者について、要保護者その他から、それぞれの職業

            ・収入、要保護者との経済的つながり等を聴取して扶養の期待可能性を検討する。

                 ・ 過去１０年以上の間、全く交流関係が途絶えている者については、本人が照会を

            希望する場合を除き、扶養の期待可能性がない者として取り扱って差し支えない

・ 扶養の期待可能性がない者として取り扱うことができる者の例

  ア 被保護者

  イ 社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者

  ウ 要保護者の生活歴等から特別な事情があり、明らかに扶養が期待できな

  い者（長期間音信不通となっている場合等）

  エ 夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義務者に対し扶養を求めること

  により明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者

  オ 所得税非課税者（無収入の主婦等）であることが明らかな者

  カ 老親等で子等に扶養されている者

  キ 未成年者

    ↓

   ② 扶養照会

         対象者 Ａ 配偶者・未成熟の子の親（生活保持義務関係にある者）

                 ・ 原則として扶養照会を行う。ただし、夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義

            務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになる

            と認められる者については照会を保留する。

                 Ｂ 直系血族（Ａを除く） Ｃ 兄弟姉妹

                 ・ ①により扶養の期待可能性があると判断された者に対してのみ照会する。

         方 法 ・ 扶養照会を行うことを事前に要保護者に説明し、了承を得る。要保護者が希望す

            る場合は、要保護者本人から当該扶養義務者に照会文書を渡す。要保護者が扶養照

            会を強く拒否する場合は、理由を確認し、照会を一旦保留し理解を得る。

                 ・ 要保護者の生活圏内に居住する扶養義務者に対しては、原則として実地に面接の

            上扶養照会を行う。

                ・ その他の扶養義務者に対しては、原則として書面により照会する。

    ↓

３ 扶養履行の確認

                 ・ 扶養義務者からの「扶養届」のみをもって、収入認定を行わず、要保護者からの

            収入申告に基づき収入認定を行う。

                 ・ 扶養が継続されているか否か、収入申告に基づき定期的に確認する。

    ↓

４ 収入認定
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（問４－７） 扶養義務者への通知及び報告の求めの取扱い

  扶養義務者への通知、報告を求めるときの留意事項について示されたい。

１ 扶養義務者への通知

保護の開始を申請した要保護者について、要保護者の扶養義務者に対する扶養能力の調

査によって、法第７７条第１項の規定による費用徴収を行う蓋然性が高いなど、『明らか

に扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者』が、民法に定める扶養を履行

していない場合は、要保護者の氏名及び保護の開始の申請があった日を記載した書面を作

成し、要保護者に保護の開始を決定するまでの間に通知することとされている。

調査においては、関係機関へ照会した場合、扶養義務者本人の同意書がないとの理由

で回答を得られない可能性があり、その場合は、通知の対象者との判断はできないと考

えられる。

なお、保護開始後に、通知の対象者と判断した場合は、通知することが望ましい。

２ 扶養義務者への報告の求め

  扶養能力の調査によって、要保護者の扶養義務者のうち、法第７７条第１項の規定に

よる費用徴収を行う蓋然性が高いなど、『明らかに扶養義務を履行することが可能と認

められる扶養義務者』が、民法に定める扶養を履行していない場合は、書面により履行

しない理由について報告を求めることとされている。

３ 『明らかに扶養義務の履行が可能と認められる扶養義務者』について

  当該判断に当たっては、調査の結果、①定期的に会っているなど交際状況が良好であ

ること、②扶養義務者の勤務先等から当該要保護者に係る扶養手当や税法上の扶養控除

を受けていること、③高額な収入を得ているなど、資力があることが明らかであること

等を総合的に勘案し、扶養義務の履行を家庭裁判所へ調停又は審判の申立てを行う蓋然

性が高いと認められる者をいう。

  よって、法第７７条第１項を適用すべきか否かが上記１又は２に該当するか否かの判

断基準となる。

４ その他

(1) 「通知」や「報告の求め」は、調査の結果、法第７７条第１項の規定による費用徴

収を行う蓋然性が高いと認めた場合に行うものであるため、調査の一環である扶養照

会に併せて「通知」及び「報告の求め」を行うことはない。

(2) 実地調査などで、法第７７条第１項の規定による費用徴収を行う蓋然性が高いと認

めた扶養義務者と認定し、かつ、扶養を拒否している場合は、扶養照会を省略し、「通

知」と「報告の求め」とを同時に行うこともあり得る。

課長問答  第５－５ 別冊問答集 第５－13





第５ 他法他施策の活用
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第５章 他法他施策の活用

この章で扱う事項

他法他施策について

・年金の繰上げ受給について            ・・・問５－１    
・厚生年金脱退手当金の取扱い           ・・・問５－２    
・厚生年金（第３号被保険者）の特例について      ・・・問５－３    
・行旅病人の取扱い                                ・・・問５－４

・国民年金任意加入時の生活福祉資金利用      ・・・問５－５

キーワード

【他法他施策活用】
  生活保護実施上における他法他施策の活用とは、社会保険制度に基づく保険給付、恩

給、その他最低生活を充足するために用いることのできる諸制度による給付又は扶助は、

公的扶助としての生活保護制度の適用より先に、その活用が図られるべきものであるこ

とを意味している。

  保護の補足性の原理から、法第４条１項にいう「資産、能力その他あらゆるもの」の

中には、他法他施策に基づく給付及び扶助が当然含まれるものと解されることから、「利

用し得る」ものであれば、それを「活用すること」が求められるのである。

  国の法律、地方自治体の条例及び規則、要綱等で支給されるものにより、最低生活需

要をまかなうことが可能な範囲においては、生活保護法上の扶助は適用されないとする

のは、給付が重複することにより、結果として最低生活需要から乖離した扶助の内容と

なることを避ける意味もある。

  ただし、福祉的給付金の一部や給付目的の性質上、収入認定除外とすべき金品につい

ては、他法他施策活用をしつつ、併せて保護制度の適用を許容する運用がなされる場合

もあるので、これらの制度の取扱いにあたっては注意が必要である。
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第５ 他法他施策の活用

（問５－１） 年金の繰上げ受給

老齢基礎年金の受給資格を満たしている６０歳以上６５歳未満の者は、

  繰上げ支給を請求できることとなっているが、他法活用の点から繰上げ支

  給の請求について指導を行うべきか。

保護は、「利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を活用することを要件として行わ

れることになっている。その意味では、繰上げ支給の申請を行えば受給が可能となる年金に

ついても、活用を求める対象と考えることができる。

しかし、繰上げ支給される年金は、満６５歳になってから支給されるはずの年金額が減額

されて支給されるものであり、被（要）保護者の今後の自立を展望すれば好ましいものでは

ない。また、年金受給者の中で、繰上げ支給を受けることが一般的な例になっているとは言

えず、福祉事務所の指導をもって繰上げ支給の請求を行わせることには問題が多い。

したがって、本人の純然たる希望により請求する場合の他は、繰上げ支給の請求の必要は

ないものである。

  また、たとえ減額されることになるとはいえ、その繰上げ支給される年金を得ると保護の

要否判定上保護が否となるような場合においても、繰上げ支給を請求するか否かは、あくま

でも本人の選択に委ねるべきである。

なお、満６６歳以後に繰り下げて増額された年金を受給しようとすることは、生活保護制

度の中では認められない。

（問５－２） 厚生年金脱退手当金の取扱い

    ６０歳代の被保護者の年金受給資格を調査したしたところ、加入年数が支給要件を

満たさないことが分かった。厚生年金脱退手当金の申請指導を行うべきか。

厚生年金脱退手当金は、昭和１６年４月１日以前に生まれ、５年以上厚生年金に加入して

いた者で老齢基礎年金の受給権を有さない者に対して、本人の申請に基づき支給される。

  脱退手当金の受給の可否については、年金事務所で年金受給資格等を調査の上判断するこ

とから、その判断に従って申請の助言指導を行う。なお、平成２９年８月から年金受給資格

期間が１２０月へ短縮される予定であるため、任意加入等を行っても確実に受給権を得るこ

とができない場合を除き、厚生年金脱退手当金の請求指導については、保留すること。

脱退手当金を受給した場合は、次第８－３（２）ア恩給、年金等の収入として認定する。
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（問５－３） 厚生年金（第３号被保険者）の特例について

   第３号被保険者の届けが遅れた場合の取り扱いについて、どのように

指導すべきか。

第３号被保険者の届出が遅れたときには、２年前まで遡って第３号被保険者の

期間となるが、それ以前の期間は「保険料未納と同じ取り扱い」となっていたも

のが、平成１７年４月から、国民年金の制度が変わり特例の届出を出すことによ

って、２年以上前の期間も第３号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年

金を受け取ることができるようになった。

ただし、平成１７年３月までに第３号被保険者の届出があり、日本年金機構に

おいて第３号被保険者に該当していながら「保険料未納の取り扱い」となってい

ると把握している期間については、特例の届出の必要はない。

  （参考）

厚 生 年 金 共済年金

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金）

第３号被保険者

（サラリーマンの

被扶養配偶者）

第１号被保険者

    （自営業者）

第２号被保険者

（ 民間サラリーマン）       （公務員）

                                確定給付企業年金法（平成１３年６月１５日法律第５０号）

         ▼S61.4 ▼第３号該当    ▼原則による遡及   ▼届出    現在▼

改正前 保険料未納の扱い 保険料納付済期間 保険料納付済期間

                                               2年間

  改正後 保険料納付済期間 保険料納付済期間 保険料納付済期間

                      特例措置           2年間
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（問５－４） 行旅病人の取扱い

「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づく行旅病人の取扱いについて、示されたい。

１ 行旅病人の範囲

行旅病人とは、行旅中に病気等で歩行困難となり入院治療を要する状態に陥りながら、

療養の途を有しないものをいう。ただし、生活保護法による保護を受けられる者は対象と

しない。

なお、行旅中とは、自己の生活圏を離れて旅行中の意であり、旅行中であるか否かは、

住居もしくは居所を有しているか否か、就労しているか否か等により判断するものである

こと。

「住所」とは、各人の生活の本拠すなわち生活の事実上の中心となっている場所をいい、

居住の客観的事実に本人の主観的意思を考慮して判断される。「居所」とは、人が継続し

て居住しているが、「住所」ほどその場所との結びつきが密接でないもの、すなわち、そ

こがその人の生活の本拠地であるというまでには至らない場所をいう。

行旅病人が日本人又は永住者等生活保護法を準用することができる外国人の場合は、生

活保護実施機関が調査の上、その者が要保護者であれば生活保護法を適用する。

（行旅病人及行旅死亡人取扱法における救護の対象となる者）

救護の対象となる外国人は、永住者、定住者の資格をもっていない短期滞在等の外国人

で、行旅病人及行旅死亡人取扱法（以下「行旅法」という。）で定める要件を満たしたも

の。就労活動を認められ健康保険に加入している者や就労活動を認められていないもので

あって、滞在が１年以上と見込まれ国民健康保険に加入している者は対象とならない。

現実には、観光ビザで入国したが、入国後就労中に病気になり救急車で入院したような

事例も発生するが、旅行中であるかどうかは、その者の生活実態（住所又は居所の有無、

就労の有無等）を総合的に検討して判断する。一定の場所に生活の拠点を形成して日常生

活を営んでいる者は、その日常生活圏の中では旅行者とはいえない。

雇用されて働いている場合は、保険の適用がある場合もある。また、雇用主が援助する

場合もあるので、折衝の必要がある。また、東京都においては「外国人未払医療費補てん

事業」を実施しているので、活用できるか検討すること。

２ 行旅病人の取扱い機関

(1) 行旅病人の救護の責任を負うのは、救護を要する状態にある行旅病人の所在地を管轄

する区市町村とする。

(2) 警察官が行旅病人を発見した場合は、発見場所を管轄する区市町村が救護の責任を

負う。

(3) 救急隊が行旅病人を救護したときは、救護を開始した場所を管轄する区市町村が救護
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の責任を負う。

(4) 行旅病人が自ら区市町村に救護を求めたときは、その区市町村が救護の責任を負う。

３ 救護の方法及び程度

(1) 救護は行旅病人を医療機関に入院させて行う。

(2) 行旅病人に対する医療の給付は国民健康保健の診療方針及び診療報酬の例によるこ

ととし、その手続は別に定める。

(3) 行旅病人の入院中は【別に定める基準】の範囲で、必要な額の日用品費を支給する。

(4) 入院に際して、寝巻、おむつが必要なときは、【別に定める基準】の範囲で必要な

額を定める。

【別に定める基準】

（3）は生活保護基準の入院患者日用品費の額（11～3月は冬季加算を含む）を、（4）

は局第7－2－（5）－ア－（オ）による入院時寝巻代の額及び局第7－2－（5）－ア－（カ）

によるおむつ代の額を準用する。また、本人の所持金がある場合は、入院患者日用品費

（11～3月は冬季加算を含む。）の５０％に相当する額までは、被救護者が所持したま

ま基準額を計上して差し支えない。

※行旅病人と思われる外国人が入院し、医療機関から公的扶助についての適用について

判断を求めるような相談があった場合には、区市町村職員は、直ちに病院に赴き（困

難である場合には当該病院職員等の協力を得ながら）下記の事項を必ず確認すること。

  ・住所 ・氏名 ・国籍 ・在留資格 ・入国年月日 ・身元保証人の有無

・就労許可と就労の有無 ・保険の有無 ・病状 ・所持金

行旅病人及行旅死亡人取扱法の適用を検討すべき事例については、東京都（福祉保健局

生活福祉部保護課医療担当）に情報提供を行い、取扱いに関する事務上の確認をした上で、

当該医療機関に医療の委託を行う。

４ 救護費用の弁償

(1) 救護に要した費用は被救護者の負担とする。

    したがって、被救護者に所持金等の資力があるときは、費用の弁償を求めること。

(2) 被救護者から弁償金が得られないときは、扶養義務者の負担とする。

なお、被救護者が外国人であるときは、領事館等を通じて本国の扶養義務者と連絡を

とること。

(3) 扶養義務者からも費用の弁償を得られないときは、区市町村は、別途定める請求手続

により、その費用を４半期ごとに取りまとめて、東京都に請求することになる。（都は、

対象及び内容について個々に審査を行ったうえで、支弁額を決定して、区市町村に交付

する。支弁の対象にならない場合もあるため、必ず事前に照会及び確認を行なうこと）。

［照会先］

（都の所管窓口） 福祉保健局生活福祉部保護課医療担当 ０３－５３２０－４０６５
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（問５－５） 国民年金任意加入時の生活福祉資金利用について

     

国民年金任意加入のための生活福祉資金貸付制度を利用する際の、貸付金の収入

認定と償還金控除の取り扱いについて、示されたい。

１ 任意加入要件の確認

国民年金任意加入のための貸付限度額は５０万円である。あらかじめ、保険料納入時

期や金額、年金の支給時期や支給額について、必ず年金事務所に確認の上、社会福祉協

議会に貸付の相談をするよう、助言・指導する。

２ 貸付の事前承認

貸付の利用については、実施機関の事前の承認を必要とする。複数年に渡る貸付が必

要な場合も、その都度、事前承認が必要である。承認にあたっては東京都社会福祉協議会

資料「「生活保護受給者の国民年金の任意加入を含む年金制度の活用時における生活福祉

資金貸付制度の利用について」の貸付要件の運用上の取扱い」及び年金保険料貸付計画表

により、貸付対象に該当することを確認する。

３ 継続的助言

貸付金額によっては、貸付開始から償還まで数年間に渡ることもある。このことから、

貸付から償還終了まで、福祉事務所（地区担当員）が貸付を受けた者への指導・助言を

継続して行い、状況の把握や管理をする必要がある。複数年に渡る貸付が必要な場合は、

次年度以降も手続きが行われるよう確認をする。

４ 貸付金の収入認定除外

貸付金は、当該被保護世帯の自立更生のために当てられることにより収入として認定

しない取扱いとする。

５ 償還金控除

償還が確実に行われることを確認したうえで償還時に収入から控除する。償還金は年

金受給額（特別徴収の介護保険料除く。）の全額償還が原則であるが、当該世帯の全収入

から控除ができるため、償還中に世帯内に貸付を受けた者以外の収入があった場合は、

その者の収入からも償還及び控除が可能である。

６ その他

①年金の受給により年金月額が保護基準を上まわり保護否となる場合であっても、償還

中は償還金控除後の金額で要否判定を行い保護継続し、償還終了後に保護廃止とする。

②貸付利用による年金繰上げ支給の請求についての指導は、受給される年金額が減額さ

れるため原則として行わない。繰上げ受給により保護否となり自立が見込める場合にお

いても、あくまでも本人の選択に委ねるものである。

   

平成２４年３月２３日付２３福保生保第１０９５号生活福祉部保護課長通知

次第８－３－（３）－ウ
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局第８－２－（３）－オ－（エ）    

次第８－３－（５）－ウ

局第８－４－（３）

運用事例集 （問５－１）



第６ 最低生活費の認定
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第６章 最低生活費の認定

この章で扱う事項

１ 基準生活費等・・・問６－１～15-2

    （日割計算、施設入所の基準、入院入所者の外泊費用ほか）

２ 加算・・・問６－16～33

    （各種加算の計上時期、認定及び計上方法、介護保険料加算と代理納付など）

３ 臨時的一般生活費・・・問６－34～41-2

    （おむつ代、家具什器費、移送費、家財保管料、家財処分料など）

４ 教育費・・・問６－42～48

  （教育扶助の対象及び支給方法、私立小・中学校での就学、就学年齢など）

５ 住宅費・・・問６－49～64-3

    （公営住宅入居世帯の住宅扶助、住宅扶助基準、宿泊所等の取扱い、転居指導と

   転居費用、敷金等の額及び契約更新料の取扱い、住宅維持費の認定方法、家屋

   補修と家主の修繕義務など）

６ 出産費・・・問６－65～67

  （出産扶助における入院費用の額、入院助産と出産扶助）

７ 生業費、技能修得費（高等学校等就学費を除く）及び就職支度費・・問６－68～73

    （技能修得費の特別基準、雇用対策法による訓練手当の取扱いなど）

7-2 技能修得費（高等学校等就学費）・・・問６－74～82

  （給付対象の範囲、就学資金貸付・就学費用控除・学資保険との関係など）

８ 葬祭費・・・問６－83～93

    （墓地埋葬法・行旅病人及び行旅死亡人取扱法との関係、葬祭扶助の実施責任、

   遺留金品の取扱いなど）

キーワード

【保護の種類・範囲・方法】
  生活保護制度における最低生活費は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、

葬祭の８種類の扶助について、その算定方法が保護の基準で定められている。個々の世

帯についての最低生活費はこの８種類の扶助に係る最低生活費を合算したものである。

  このうち、１種類のみの扶助受給を単給、２種類以上の受給を併給という。（単給の

多くは、収入充当の結果、医療扶助のみを行うことで最低生活需要が満たされる場合の

「医療単給」である。なお、職権保護による医療扶助の適用時には、病室内での需要が

あれば日用品費を計上する必要があるため、厳密には「医療単給」には当たらない。）

  扶助費の給付は原則として金銭給付によるが、それによりがたい場合には、現物給付

による（医療扶助及び介護扶助は現物給付が原則とされる）。 ※法第30条～37条参照
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第６ 最低生活費の認定                 

１ 基準生活費等

（問６－１） 最低生活費の日割り計算の原則

  保護の開始、変更、停止、又は廃止に伴って、最低生活費の日割り計算が必要

となるが、その原則等について示されたい。

１ 日割り計算の原則

保護の開始 ……………………… その当日から基準計上

保護の停止、廃止 ……………… その前日まで基準計上

保護の変更 ……………………… 変更日の前日まで旧基準とし、変更日から新基準

〈変更日〉

  事実発生の翌日とするもの ……… 世帯員の転出、死亡、退院、介護施設退所等

  事実発生の当日とするもの ……… 世帯員の出生、転入、介護施設から入院する場合、

                  入院から短期入所を利用する場合等     

  なお、保護施設の入・退所の場合、日割り計算の方法については特例がある。（問６

   －３参照）

２ 日割り計算を行わない特例

(1) 各種加算の計上又は認定変更が、翌月から算定されることになっている場合

(2)  介護保険料加算

(3) 保護受給中の者が月の中途で入院した場合の入院患者日用品費の算定

月の中途で居宅から入院した場合で１か月以上の入院が見込まれる場合は、翌月の

１日から変更する。（月の初日の入院は当月初日から）

      なお、上記の場合に当たるとして１日から変更したところ、１か月未満で退院する

結果となったとしても、１日付の変更をやり直す必要はなく、退院日の翌日に退院変

更を行えばよい

(4) 保護受給中の者が月の中途で介護施設に入所した場合の介護施設入所者基本生活費

の算定

      月の中途で、居宅基準又は入院患者日用品費が計上されている者が、居宅あるいは

病院から介護施設に入所する場合は翌月の1日から変更する。（月の初日の入所は当月

初日から）

(5) 教育扶助基準額（「学級費等」の特別基準設定分を含む）・学習支援費

（6） 高等学校等就学費基本額（「学級費等」の特別基準設定分を含む）・学習支援費

(7) 月の中途で保護開始、変更、停止又は廃止となった場合で、日割り計算による家賃、

間代の額を超えて１か月分の家賃、間代を計上する場合

(8) 被保護者が月の中途で転居した場合で、日割り計算による家賃、間代の額を超えて
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１か月分の家賃、間代を計上する場合。

(9) 保護受給中の単身者が月の中途で入退院した場合に、家賃、間代の１か月分を計上

する場合

(10) 保護施設事務費（一時入所利用時は日割り計算）

３ 端数の取り扱い及び多人数世帯の調整

  生活保護費にかかる端数の処理については、「国等の債権債務等の金額の端数計算に

関する法律」が適用される。具体的には、生活扶助費等各扶助の種類毎に世帯に対する

毎月の支給額を１件とし、支給額に１円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。

※平成１７年２月４日事務連絡参照

（問６－２） 最低生活費の日割り計算の方法（保護施設を除く）

  保護の変更に伴う最低生活費の日割り計算の方法を示されたい。

保護の変更による日割り計算は、当該変更によって増減する最低生活費の増減額につい

て日割り計算を行い、その結果得られた算出額を当該変更前の最低生活費の月額から加減

する方法を原則とする。

また、当該最低生活費の増減額に乗除する日数の分母の数値は３０日（２月においては

実日数）とし、分子の数値は当該月の実日数から変更前の最低生活費を計上すべき日数を

控除した日数とする。

    最低生活費の増減額 ＝ 変更前のひと月の最低生活費と、変更後のひと月の最低生活

費との差額

  変更 ＝ 世帯員の出生、転出、死亡及び月の中途の退院、施設入所等

〈 計算式 〉 変更後の当該月の最低生活費の額

                        変更後の実日数
     α－（Ａ－Ｂ）×
                           ３０（２月においては実日数）

  変更前に既に算出されている、当該月の最低生活費の額            α

  変更前のひと月の最低生活費の額                                Α

  変更後のひと月の最低生活費の額                                Β

  注： αは、変更を行おうとする前に既に算定されている、当該月の最低生活費の額

    である。

     Α及びΒは、今回の変更の前後においてそれぞれ適用される、その世帯のひと

    月の最低生活費の基準額である。
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     日割り計算を行おうとする月において、既に算定されている最低生活費の額

      (α)が、日割り計算を含んでいない場合は、α＝Αとなる。

     月の途中開始の場合で、日割り計算によって最低生活費を算定していたところ、

    その月に再び日割り計算が必要となったときは、当初に算定されていた当該月の

    最低生活費がαであり、また、月の途中開始以外の場合でも、日割り計算が既に

    一度行われているときに、その月のうちに再び日割り計算を行う必要が生じた場

    合には、当初に算定されていた当該月の最低生活費がαとなる。

     これらの場合には、α≠Αとなる。

【具体例】

１ １月１０日に保護開始した世帯が、１月２６日に世帯員１人死亡の例

１月２７日付、人員減変更

  １月分（1/10～1/31）の最低生活費の額              α

  死亡前の最低生活費の月額                          Α

  死亡後の最低生活費の月額                          Β

           ３１ － ９
      α ＝                 × Α

               ３０

                             ３１－２６
   α －（ Α － Β ）×
                               ３０

２ ２月１０日に１人出生の例

  ２月１０日付、人員増変更

  出生前の最低生活費の月額             Α

  出生後の最低生活費の月額             Ｂ

      α ＝ Α
                                ２８ － ９
   α －（ Α － Β ）×
                                ２８

３ ２月１０日に１か月以上入院していた者が退院した例

  ２月１１日付、退院変更

  退院前（入院）の最低生活費の月額           Α

  退院後（居宅）の最低生活費の月額           Β

   α ＝ Α

                               ２８ － １０
   α －（ Α － Β ）×
                                    ２８
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４ ３月１０日に1人が転出した例

  ３月１１日付、人員減変更

  転出前の最低生活費の月額          Α

  転出後の最低生活費の月額          Β

   α ＝ Α
                             ３１ － １０
   α －（ Α － Β ）×
                                    ３０

（問６－３） 最低生活費の日割り計算の方法（保護施設の場合）

  保護施設の入・退所に伴う最低生活費の日割り計算の方法について示されたい。

  

保護施設入所者の最低生活費の日割り計算は、以下のとおりとする。

１ 基準生活費

  変更前の最低生活費と変更後の最低生活費のそれぞれを日割り計算し、これを合算し

て最低生活費の額を確定する。なお、端数処理について各計算過程では行わず、合算し

た最低生活費の額において端数切捨てを行う。

(1)  保護施設への入所又は保護施設からの退所の場合

  入所又は退所の日を変更日とし、変更日まで旧基準を計上し、併せて新基準も変更日

から計上する（加算を除く）。

(2)  保護施設入所者が同一の日に他の保護施設へ移動した場合

  移動日を変更日として、両施設の在籍期間に応じて、各々基準生活費（加算を除く）

を計上する。

２ 加算

(1) 同一の月において居宅基準生活費と入所基準生活費を併せて計上する場合、入所基準

生活費が計上される間は入院患者又は保護施設入所者にかかる加算額を計上し、当該期

間を除いた期間について在宅者にかかる加算額をそれぞれ日割り計算により計上する。

(2) 同一の月において保護施設と病院の間の移動又は保護施設間の移動の場合には、加算

額は同一であることから、次のように計算する。

    ① 入・退院の場合

     保護施設分を先に計算し、ひと月の加算額から差し引いた額を入院期間の分とする。

  ②  保護施設間の移動の場合

     移動前の施設分を先に計算し、ひと月の加算額から差し引いた額を移動後の施設分

とする。
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【具体例】

① ４月1日時点で居宅基準であった者が４月１５日に保護施設に入所の例

    ４月１５日付、変更

(1)  変更後の４月分の基準生活費の額

              １５                ３０－１４
     Α ×            ＋ Β ×

              ３０                  ３０

   居宅の基準生活費の月額         Α

     施設の基準生活費の月額         Β

(2) 加算の算定

                  （３０ － １４）          ３０ － １４
       ａ ×（１ －                 ）＋ｂ×

                        ３０                      ３０

   在宅者にかかる加算額・・・ａ

   入院患者又は保護施設入所者にかかる加算額・・・ｂ

※端数処理（端数切捨て）は（１）と（２）の合算額に対して行い、（１）の額及び（２）

の額それぞれに行うわけではない。（１）と（２）の合算額に対し端数処理（端数切

捨て）した金額と、（１）の額（端数切捨て）と（２）の額（端数切捨て）の合計金

額との差額に１円以上の差が生じた場合は、基準生活費に寄せる。

② ４月１日時点でａ施設に入所していた者が、４月１５日にｂ施設へ移動した例

４月１５日付、変更

施設の基準生活費の月額 ――― Ａ

（1）  変更後の４月分の基準生活費の額 ――― Ｂ

              １５                ３０－１４
     Ａ×            ＋ Ａ ×

              ３０                ３０

(2) ａｂ各施設への割振り

  ・ａ施設
              １５                
     Ａ ×            
              ３０     
  ・ｂ施設
           １５                
     Ｂ － Ａ ×       
                 ３０  
③ ７月１日時点で保護施設に入所していた者が７月１７日に入院した例

  ７月１７日付、変更

(1)  変更後の７月分の基準生活費の額

            １７         ３１ －（ １７ － １ ）
     Α ×         ＋ Β ×

            ３０                      ３０
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施設の基準生活費の月額         Α

入院の基準生活費の月額         Β

(2) 加算の算定
                          １７
    保護施設分ａ ×        ＝ ｃ

                         ３０

        入院分    ａ － ｃ

     入院患者又は保護施設入所者にかかる加算額               ａ
        保護施設分の加算                                       ｃ

３ 例外

(1)  入院の翌日に退院した場合の取扱い

      入所保護施設基準は変更せず、入院患者日用品費のみ２日分を計上する。このことか

ら、月のうち施設在籍と入院がダブっても、その変更によって１か月の入所保護施設基

準額を超えることはない。

(2)  月の初日に保護施設を移った場合

      新・旧両施設に施設事務費を支払うのではなく、新しい施設に対して施設事務費を支

払うものとする。

  なお、保護施設入所者の施設事務費、入所基準生活費等については、東京都国民健康保険

団体連合会と十分連絡をとったうえ、取扱うこと。（運用事例集・問６－４参照）

平成２４年７月２０日付２４福保生保第３５１号生活福祉部長通知
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．１

・・から ・・へ 生活費の

種類

生  活  費  の  計  上  方  法

(日用品費）

ダブリ

の有無

根   拠

局第７－２

加      算

  居  宅

入  院

居宅基準 保護受給中の者が月の中途で入院した場合、入

院月の生活費の変更は要しない。（入院予定期

間が１か月未満の場合は翌月変更も要しない）

無 （３）－エ 生活費の変更と併せて計

上

日用品費 入院の日の属する月の翌月初日から計上

（月の初日、開始時、停止解除日に入院してい

る場合はその日から計上）

無 （３）－エ

    －オ

日用品費の計上と併せて

計上

救護・更生

        施設

居宅基準 入所する日を含めて日割り計上 有 （１）－ウ 入所基準を計上する期間

を除いた日数に応じて日

割り計上

入所基準 入所した日から計上（国保連払い） 有 （１）－エ 入所基準の日割に応じて

計上

介護施設

居宅基準 保護受給中の者が月の中途で入所した場合、入

所月の生活費の変更は要しない

  無 （４）－イ 変更を要しない

基本生活 入所の日の属する月の翌月から計上

（月の初日、開始時、停止解除日に入所してい

る場合はその日から計上）

  無 （４）－イ

      －ウ

基本生活費の計上と併せ

て計上

養護老人ホー

ム

居宅基準 入所の前日まで日割り計上   無 入所の前日まで日割り計

上

生活基準 計上を要しない   － 38.8.1:社発

第525号

計上を要しない

告別表第１－１－３

障害者支援施設等

居宅基準 変更を要しない   無 （１）－イ 変更を要しない

日用品費 入所の翌月から計上

（保護の開始された日又は保護を停止されてい

て再び開始された日に入所している場合はその

日から計上）

無

（３）－エ 日用品費の計上に併せて

日割り計上
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．２

・・から ・・へ 生活費の

種類

基 準 生 活 費 の 計 上 方 法

（日用品費）

ダブり

の有無

根     拠

局第７－２

      加      算

救護・更生

        施設

居  宅

入所基準 退所の日まで日割り計上（国保連払い）   有 （１）－エ 退所の日まで日割計上

居宅基準 退所の日から日割り計上 有 （１）－ウ 入所基準を計上する期間

を除いた日数に応じて日

割計上

  入 院

入所基準 退所の日まで日割り計上（ただし、入院の翌日

に退院した場合は変更を要しない）（国保連払い）

  有 （１）－エ 退所の日まで日割計上。

端数は施設切捨て

日用品費 入院の日から日割り計上   有 （３）－カ 加算額（１か月の額）か

ら施設分を引いて計上

介護施設 入所基準 退所の日まで日割計上（国保連払い）   有 （１）－エ

退所の日まで日割計上。

端数は救護更生施設切捨

て

基本生活費入所の日から計上する   有 （４）－エ 入所の日から計上（ただ

し、母子、障害者加算は

前施設分を引いて計上）

救護・更生

入所基準 退所の日まで日割り計上（国保連払い）   有 （１）－エ 退所の日まで日割計上

入所基準 入所の日から日割り計上（国保連払い）   有 （１）－エ 加算額（１か月の額）か

ら前施設分を引いて計上

養護老人ホー

ム

入所基準 退所の日まで日割り計上（国保連払い）   無 （１）－エ 退所の日まで日割り計上

生活基準 計上を要しない － 計上を要しない

告別表第１－１－３

障害者支援施設等

入所基準 退所の日まで日割り計上（国保連払い）   有 （１）－エ 退所の日まで日割り計上

日用品費等入所の日から日割り計上   有 （３）－カ 加算額（１か月の額）か

ら前施設分を引いて計上
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．３

・・から   ・・へ 生活費の

種類

生 活 費 の 計 上 方 法

（日用品費）

ダブり

の有無

根   拠

局第７－２

     加   算

介護施設

居  宅

基本生活費退所の日まで日割り計上   無 (４）－オ 退所の日まで日割計上

居宅基準 退所の翌日から日割り計上   無 (１）－イ 退所の翌日から日割計上

  入  院

基本生活費 退所の前日まで日割り計上   無 （４）－オ 退所の前日まで日割計上

日用品費 入院の日から日割り計上   無 （３）－カ 入院の日から日割計上

救護・更生

        施設

基本生活費 退所の日まで計上   有 （４）－オ 退所の日まで日割計上

（母子、障害者加算は施

設分を引いて計上）

入所基準 入所の日から計上（国保連払い）   有 （１）－エ 入所の日から日割計上

介護施設

基本生活費

変更を要しない   無 変更を要しない

基本生活費

養護老人ホー

ム

基本生活費 退所の日まで日割り計上   無 （４）－オ 退所の日まで日割り計上

基準生活費 計上を要しない － 計上を要しない

告別表第１－１－３

障害者支援施設等

基本生活費 退所の日まで日割り計上   有 （４）－オ

変更を要しない

日用品費等 入所の日から日割り計上

  有 （３）－カ
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．４

・・から   ・・へ 生活費の

種類

生 活 費 の 計 上 方 法

（日用品費）

ダブり

の有無

根   拠

局第７－２

     加   算

  入  院

  居  宅

日用品費 退院の日まで日割り計上 無 （３）－キ 退院の日まで日割計上

居宅基準 退院の翌日から日割り計上   無 （１）－イ 退院の翌日から日割計上

救護・更生

        施設

日用品費 退院の日まで計上 有 （３）－キ 加算額（１ヶ月の額）か

ら施設分を引いて日割計

上

入所基準 入所の日から計上（国保連払い）   有 （１）－エ 入所の日から日割計上

介護施設

日用品費 変更を要しない

（経過措置により老健施設に入所して日用品費

を計上していた者を含む）

  無 （３）－キ 変更を要しない

基本生活費入所の翌月から計上（月の初日に入所している

場合はその日から計上）

  無 （４）－イ 基本生活費の計上と併せ

て計上

養護老人ホー

ム

日用品費 退院の日まで計上   無 （３）－キ 退院の日まで日割り計上

基準生活費 計上を要しない －

告別表第１－１－３

障害者支援施設等
日用品費等 日用品費は変更を要しない

食費等は入所の日から計上
無 変更を要しない
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．５

・・から   ・・へ 生活費の

種類

生 活 費 の 計 上 方 法

（日用品費）

ダブり

の有無

根   拠

局第７－２

     加   算

養護老人ホー

ム

居  宅

基準生活費 計上を要しない － 計上を要しない

居宅基準 退所の翌日から計上   － 退所の翌日から日割り計

上

  入  院

基準生活費 計上を要しない － 計上を要しない

日用品費 入院後も措置が継続している場合は計上を要し

ない

入院後に措置が切れた日から計上

  無

（３）－カ 同左

同左

救護・更生

    施設

基準生活費 計上を要しない － 計上を要しない

入所基準 入所の日から計上（国保連払い） 無 （１）－エ 入所の日から日割り計上

介護施設

基準生活費 計上を要しない － 計上を要しない

基本生活費 入所の日から計上   無 （４）－エ 入所の日から日割り計上

告別表第１－１－３

障害者支援施設等

生活基準 計上を要しない － 計上を要しない

日用品費等 入所の日から計上 －
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施設入所・入院に関わる基準計上（日割計算の方法）の一覧表 Ｎｏ．６

・・から   ・・へ 生活費の

  種類

  生 活 費 の 計 上 方 法

（日用品費）

ダブり

の有無

根   拠

局第７－２

     加   算

退所の日まで日割り計上

告別表第１－１－３

障害者支援施設等

居宅 日用品費等 退所の日まで計上   無 （３）－キ

居宅基準 退所の翌日から計上   無 （１）－イ 退所の翌日から日割り計

上

入院 日用品費等

日用品費は変更を要しない

食費等は退所の日まで計上

無 変更を要しない

救護・更生

        施設

日用品費等 退所の日まで計上   有 （３）－キ 変更を要しない

入所基準 入所の日から計上   有 （１）－エ

介護施設 日用品費等 日用品費は入所月は変更を要しない

食費等は退所の日まで計上

  無 （３）－キ 変更を要しない

基本生活費

入所の翌月から変更（月の初日に入所している

場合はその日から計上）
  無 （４）－イ

基本生活費の計上と併せ

て計上

養護老人ホー

ム

日用品費等 退所の日まで計上   無 （３）－キ 退所の日まで日割り計上

計上を要しない

基準生活費 基準計上を要しない －   －

  居宅基準、入所基準、基本生活費、日用品費については、同一月内に計上する場合、異動日が一日分ダブって計上されることがあり得る。

上記の表の「ダブりの有無」欄は、そのダブりの有無という意味である。

  加算については、日数がダブったり、加算額を超えて計上されることはない。つまり、居宅と施設のように、加算額が違う場合には、１

か月の日数の範囲内でそれぞれの日数を算出した上で、それぞれを日割りする。また、施設と入院のように、加算額が同額の場合には、優

先順位に従ってそれぞれに割り振る。

  また、施設入所中により重度加算を計上できなかった者が入院したような場合、入院（法令命令入院を除く。）の期間は、入院患者日用

品費の計上と併せて、重度障害者加算を日割計上できる。
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（問６－４）東京都国民健康保険団体連合会が行う保護施設事務費等の支払代行について

  東京都国民健康保険団体連合会が行っている保護施設事務費等の支払代行システ

ムは、どのようなものか。

東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が行う保護施設事務費等の支

払代行事務は、生活保護法関係では更生施設、救護施設を対象に行っている。

  これは、都内の福祉事務所から保護施設事務費等を預かり、入所を委託している更生施設、

救護施設に対して支払を代行するシステムである。これにより、個々の福祉事務所は、入

所委託している複数の施設に対して施設事務費等の支払を行う必要がなく、国保連に対し

て概算払いと精算を行えば足りる。また、施設側は、都内から受託している入所者につい

て、複数の福祉事務所に施設事務費等を請求する必要がなく、国保連に対して請求と精算

を行えば足りる。

  つまり、国保連は、保護施設に入所委託している都内の全福祉事務所と、都内から入所受

託している複数の保護施設を束ねて処理することにより、個々の福祉事務所及び保護施設

における事務処理を簡素化している。

《「措置費支払事務委託契約書」に基づく支払代行事業の流れ》

＊事務処理日（期限）は参照事例

《福祉事務所における保護の決定事務の流れ》

保護の決定⇒本人への通知及び施設長への事務連絡（決定通知のコピー送付）⇒国保連

へ

異動連絡票送付⇒決定通知に基づき施設より請求

※措置費支払代行事務の手引参照

国保連における支払代行の事務処理は、おおむね次のとおりである。

１ 取扱い費目

(1)  施設事務費  (2)  入所基準生活費（加算を含む） (3)  冬季加算

(4)  期末一時扶助 (5)  移送費

① 契約

② 措置費の請求

  (毎月２日まで)            ③ 措置費の請求

(毎月７日まで)

④ 措置費の交付

  (毎月１０日まで)           ⑤ 措置費の交付

(毎月１５日)

⑥ 清算等

⑦ 清算等

区 
 

市 
 

町 
 

村 
 

等

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

施 
 

 
 

設
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（問６－５） 施設等入所者の基準の算定

  保護施設、社会福祉施設等の入所者については、どのように基準を算定するか。

  施設等入所者に対する基準の算定は以下のとおりである。

施 設 の 種 類   基  準  額 冬季加算 期末一時扶助 加算

救護施設、更生施設 入所基準生活費 入 所   入 所 施 設

宿所提供施設、     

母子生活支援施設 ＊１

居宅保護基準 居 宅 居 宅 在 宅

介護施設

  介護施設入所者基本生活費

  介護施設入所者加算（ただし、

母子・障害者加算が算定されて

いない者）

介護施

設基準

  居 宅 施 設

職業能力開発促進法にいう

職業能力開発校、障害者職

業能力開発校又はこれらに

準ずる施設に附属する宿泊

施設、特別支援学校に附属

する寄宿舎

（高等部別科に限る）

食費として施設に支払うべき

額と入院患者日用品費基準額の

合計額

入 所   入 所 在 宅

独立行政法人国立重度知的

障害者総合施設のぞみの園

設置施設

障害者総合支援法に規定す

る障害者支援施設

児童福祉法第42条第１号に

規定する福祉型障害児入所

施設

食費及び居住に要する費用とし

て施設に支払うべき額と入院患

者日用品費基準額の合計額

入院   × 施 設
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施 設 の 種 類   基  準  額 冬季加算 期末一時扶助 加算

児童福祉法第42条第２号に

規定する医療型障害児入所

施設

児童福祉法にいう指定発達

支援医療機関

入院患者日用品費基準額

＊措置の場合は児童福祉法に

より支給される日用品費と入院

患者日用品費基準額の差額    

    

入院
×

施 設

障害者総合支援法による療

養介護医療

入院患者日用品費基準額 入 院 居 宅 施 設

心身障害児（者）短期入所

事業による施設入所者

障害者支援施設への緊急入

所

入所期間が１か月未満の場合

は、基準変更の要なし。

  １か月を超える場合は、翌月

１日で食費及び居住に要する費

用として施設に支払うべき額と

入院患者日用品費基準額の合計

額

入 院 居 宅 施 設

日常生活訓練を目的とした

東京都心身障害者福祉セン

ター宿泊室入所者（都単）

入所期間が１か月未満の場合

は、基準変更の要なし。

  １か月を超える場合は、翌月

１日で１類の２５％と２類の合

計額

居 宅 居 宅 在 宅

福祉ホーム

障害者共同生活援助（グルー

プホーム）＊２

自立訓練（生活訓練）宿泊型

を実施する施設

ケアハウス、認知症高齢者グ

ループホーム、

ＭＡＣ、ダルク、すずらんハ

ウス、シェルター

＊３ 「女性の家HELP」
   「東京望みの門」

居宅保護基準

  

居 宅 居  宅 在  宅
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施 設 の 種 類   基  準  額 冬季加算 期末一時扶助 加算

自立援助ホーム   居宅保護基準

問６－９－４参照

居  宅 居 宅 在  宅

無料低額宿泊所 居宅保護基準 居 宅 居  宅 在  宅

    

区（市）立病弱特別支援学級

で食費が補助される施設

  ＊４

  １類の２５％（施設所在地の

級地基準による）

  ２類は入所者を含め世帯全体

で算定（出身世帯の級地基準に

よる）

居  宅 居 宅 在  宅

   

区（市）立病弱特別支援学級

で食費が補助されない施設

  １類の全額（施設所在地の級

地基準による）

  ２類は入所者を含めて世帯全

体で算定（出身世帯の級地基準

による） 居  宅 居  宅 在  宅

寄宿舎のある都立高校の

高校寄宿舎 ＊５

１類は同上

２類は1人分＋出身世帯分

養護老人ホーム

婦人保護施設

都女性相談センター

高齢者緊急相談センター

特別支援学校に附属する寄

宿舎（高等部別科を除く）

児童養護施設等の児童福祉

施設（障害児施設入所者を除

く）

ホームレス自立支援施設

女性の一時保護施設

  基準生活費の計上を要しない

（※ただし、都女性相談センターの一時保護所に入所した場

合については、問８－25を参照）

軽費老人ホーム 運用事例集・問６－９ 参照

救護施設一時入所 運用事例集・問６－９－３参照
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注１ (1) 冬季加算欄について

        「入所」… 告示別表・第１第１章－２－ (1)－イの入所基準の額

        「居宅」… 告示別表・第１第１章－１の居宅基準の額

        「入院」… 告示別表・第１第３章－１の入院基準の額

   「介護施設基準」…告示別表・第１第３章－２の介護施設基準の額

    (2) 期末一時扶助欄について

         「入所」… 告示別表・第１第１章－２－ (2)－アの入所基準の額

         「居宅」… 告示別表・第１第１章－１－ (2)－アの居宅基準の額

    (3)  加算欄について

         「施設」… 入院患者又は社会福祉施設の額

         「在宅」… 在宅者の額

注２    居宅の保護基準が適用される施設に入所する者に、他に保護を受ける出身世帯があ

るときでも、両者の生活実態からみて「出稼ぎに準じた取扱い」が必要と判断される

場合には、当該施設入所者の２類は1人世帯の全額を計上して差し支えない。

＊留意事項

＊１ 母子生活支援施設に入所している児童・生徒が入進学する場合の留意点

   ①入進学等支度金（小学校・中学校）

母子生活支援施設に入所している児童が入進学する場合、児童福祉法から入進学

等支度金として支弁されるため、生活扶助一時扶助入学準備金の計上は要しない。

ただし、前年度３月末までに退所する場合は児童福祉法による支弁がないため生活

保護費から支給する。

②特別育成費（高等学校）

母子生活支援施設に入所している児童が高等学校１学年に入学する場合、児童福

祉法から入学準備経費が特別育成費で支弁されるため、生業扶助技能修得費高等学

校等就学費入学準備費用は児童福祉法で支給される額との差額の範囲内で必要な額

を支給するものである。ただし、前年度３月末までに退所する場合は児童福祉法に

よる支弁がないため生活保護費から支給する。

    平成２４年４月２日付事務連絡

＊２ 共同生活援助（グループホーム等）入所者の基準生活費計上の方法。また、当該施

設から入院した場合の取扱いの留意点。

         基準額は、１類＋２類＋住宅費分を計上する。２人部屋に入っている場合でも、

２類は１００％計上する。なお、寮費に食費、光熱水費が含まれている場合には、

   住宅費分を施設で算定してもらって、住宅扶助を計上する。

          また、当該施設から入院した場合、６か月以内に退院・帰寮する見込みであれば

引き続き住宅扶助を計上できる。

＊３ 「女性の家ＨＥＬＰ」「東京望みの門」入所者に対する基準の認定について
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  (1) 女性の家ＨＥＬＰの場合、入所中の費用3,500円(１日分)について、1,800円が食事

代（子供1,300円）、1,700円が室料（子供1,200円）として区分されている。

入所中の基準は、個人単位で、「食費（実費）＋入院患者日用品費＋室料相当分

（実費・住宅扶助）」を計上する。

     例えば母と子１人が１０日間利用した場合、入所日から退所日まで以下の計算で

基準計上する。

     母：生活扶助25,560円「食事代18,000円（＠1,800×10)＋日用品費7,560円(22,680×10/30)」
＋住宅扶助17,000円（＠1,700×10）＝42,560円

     子：生活扶助20,560円「食事代13,000円（＠1,300×10)＋日用品費7,560円(22,680×10/30)」
＋住宅扶助12,000円（＠1,200×10）＝32,560円

     母＋子＝42,560円＋32,560円＝75,120円  となる。

     注１：居宅で保護を受給していた世帯が入所した場合も、入所の日から退所の日ま

で、上記の基準に変更する。退所後、居宅基準を計上する場合は、退所の翌日に

変更。

         ２：加算を計上する場合は、入院入所基準を用いる。なお、妊産婦加算は計上し

ない。

        ３：上記の例は最大の額であるため、実際の額については施設に確認されたい。

     福祉事務所長会議・平成14年３月

  
  (2) 「東京望みの門」の場合、食事代 1,300円（小学生以下 800円）、宿泊代単身1,7

00円(世帯2,300円）、光熱水費単身200円(世帯300円)が本人負担額となっているの

で、居宅基準の生活費を認定するとともに、１日当たりの宿泊代を基礎として住宅

扶助（特別基準額を限度）を算定する。

        都ブロック会議要旨・平成12年６月

＊４ 児童相談センター「宿泊治療指導」（１～３か月）に入所した児童の基準生活費の

計上方法。

        「宿泊治療指導」として児童相談センターに入所した児童が、生活保護世帯員であ

る場合、食費は免除される。

    入所期間が１か月未満の場合は基準生活費の変更を要しない。１か月以上入所す

る場合は入所の属する月の翌月1日付で変更する。基準額は、病弱特別支援学級で食

費が補助される場合と同様に計上する。

＊５ 寄宿舎のある都立高校の寄宿舎入寮中の生徒の基準計上の留意点。

       寄宿舎の実際の負担額が、生活保護基準より低額であっても、１類、２類を全額計上

する。これは、学校に納める額の外に土・日曜日にも外出等の需要があるための措置

である。また、私立高校の入寮者も同様に扱う。

    参考（Ｈ26.4.1現在）

   寄宿舎のある都立高校：大島南（大島海洋国際）、小笠原
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（問６－５－２） 障害者居住支援事業利用者の基準生活費

障害者総合支援法の居住支援を利用する世帯の基準生活費はどのように算定す

るか。

平成２４年度から、障害者の施設等は障害者総合支援法居住支援事業の新体系に移行し

た。居住支援事業利用者の基準計上は、次のとおりである。

「障害者支援施設」

１ 食費及び居住に要する費用として施設に支払うべき額と入院患者日用品費基準額の合

計額

  （被保護者は食費及び居住に要する費用について補足給付が行なわれる。）

２ 冬季加算（入院基準）

３ 期末一時扶助は計上しない。

４ 障害者加算（入院入所基準。ただし、重度障害者加算は計上できない）

５ 入所形態が契約か措置かに関わらず計上する。

６ 就労のため、昼食代を上記１の費用として施設に支払うべき額に計上しておらず、自

費で昼食代を負担している場合は、１類の７５％＋２類の２０％を１か月の総食数（３

食×３０日＝９０食とする。）で割り、１食分の単価を算出した上で、必要となる食数

（昼食のみ）を乗じて得た額を支給する。

「居住支援サービス」（福祉ホーム、グループホーム）「自立訓練宿泊型」

１ 居宅基準（１類＋２類）

２ 冬季加算（居宅）、期末一時扶助（居宅）

３ 障害者加算（居宅基準、重度障害者加算も該当する場合は計上可能）

（問６－６） 障害児施設入所児童の基準生活費

  平成24年４月より、障害児入所施設が福祉型と医療型に区分されたが、

  障害児施設に入所している児童の基準生活費はどのように算定するか。  

「福祉型障害児入所施設」とは、医療の提供のない施設であり、旧知的障害児施設、

旧第２種自閉症児施設、旧盲児施設、旧ろうあ児施設、旧肢体不自由児療護施設の大半

が該当する。「医療型障害児入所施設」とは医療の提供を行う施設であり、旧第１種自
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閉症児施設、旧肢体不自由児施設、旧重症心身障害児施設の大半が該当する。

  障害児施設に入所中の児童の基準生活費は、次のとおりである。

「福祉型障害児入所施設」

１ 食費及び居住に要する費用として施設に支払うべき額と入院患者日用品費基準額の合

計額

２ 冬季加算（入院基準）

３ 期末一時扶助は計上しない。

４ 障害者加算（入院入所基準。ただし、重度障害者加算は計上できない）

５ 入所形態が契約か措置かに関わらず計上する。

「医療型障害児入所施設」

１ 入院患者日用品費基準額

２ 冬季加算（入院基準）

３ 期末一時扶助は計上しない。

４ 障害者加算（入院入所基準。ただし、重度障害者加算は計上できない）

５ 措置の場合は、入院患者日用品費と児童福祉法により支給される日用品費の差額等を

計上する。

＊ 平成１７年度まで肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に入所中の者に対して、入院患者日用

品費を計上する必要がある場合の規定として課第７の２７が設けられていたが、平成 18 年 10 月より、

入院患者日用品費が計上されることになるため課第７の２７が削除された。しかし、保護者が不在、精

神疾患等の理由により行為能力が制限されている場合等は措置が継続となるため、これまでどおり入院

患者日用品費と児童福祉法により支給される日用品費の差額等を計上する。

（問６－６－２） 障害児施設の入所加齢児について

  障害児施設の入所児童が満１８歳に達した場合はどのように取扱うか。

障害児施設に入所している児童が満１８歳に達した後、引き続き当該施設を利用する場

合（入所加齢児）は、原則として障害福祉サービスでの利用となる。この場合は、児童福

祉法で支弁された医療費が対象外となるため、医療扶助の計上が必要となる。

なお、満２０歳に達するまで障害児施設の児童福祉法での延長利用ができる場合がある。

１ 延長利用（措置）の場合 医療費は児童福祉法で支弁されるため、医療扶助の計上

は要さない。

２ 延長利用（契約）の場合 医療費は公費負担部分を除き、自己負担が必要なため、

医療扶助を計上する。



- 107 -

（問６－７） 障害者総合支援法の療養介護医療により医療機関に入院した者の基準

生活費

  障害者総合支援法の療養介護医療により医療機関に入院した者の基準生活費は  

どのように算定するか。

進行性筋萎縮症者療養等給付事業については、平成１８年１０月以降は障害者総合支援

法による「療養介護」制度に移行し当該事業は廃止となったが、療養介護医療は生活保護

では入院として取扱うことになる。基準計上は、次のとおり。

１ 入院患者日用品費基準額

２ 期末一時扶助

３ 冬季加算（入院患者に算定される冬季加算を全額計上）

４ 障害者加算（入院基準。ただし、重度障害者加算は計上できない）

（問６－８） 児童相談所に一時保護された児童の基準生活費

  児童相談所に一時保護された児童の基準生活費はどうなるか。

児童相談所における一時保護は、一時保護の事由がなくなれば元の世帯に戻ってくる場

合と、養護施設等児童福祉施設への入所のための待機の場合とがある。

この一時保護期間中、生活費及び医療費等については児童福祉法によって賄われるため、

原則として、生活保護法による扶助費の支給の必要は生じない。

この一時保護は施設入所ではないことから、当該児童の基準生活費の認定については、

入院患者の取扱いに準じて、次のとおり取り扱うものとする。

１  一時保護の開始

(1) 一時保護の期間が１か月未満の場合は、基準生活費等の変更を要しない。

(2) 一時保護の期間が１か月以上の場合は、入所日の日の属する月の翌月初日（入所の

日が月の初日の場合は当月）から基準生活費の変更（計上の停止）を行う。

    教育扶助については、一時保護期間中は計上する（ただし、給食費は徴収されない

ことを確認した上で、削除することとなる）。

    また、一時保護期間中においては、母子加算、児童養育加算の認定変更を行う必要は

ないものである。                                                   

２ 一時保護の終了

(1) 基準生活費等の計上を停止されていた児童が居宅に戻った場合は、戻った日の翌日

から基準生活費等の計上を行う。
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(2) 児童福祉施設（児童養護施設等施設入所中は最低生活費を満たすだけの処遇が行わ

れる児童福祉施設）へ入所した場合は、入所の日からすべての基準（本人に認定され

る加算も含む）の計上を停止する。この際、実施要領上日割計算を要しないものにつ

いては、過払い返還を求める対象とはならない（教育扶助の基準額等）。

      母子加算及び児童養育加算については、入所の日の翌月から、加算の認定を削除する。

月の途中の退所の場合は、退所の翌月から加算を認定する(問６－１６参照)。

    なお、児童の人数や年齢構成により、加算額が異なることに留意する。

（問６－９） 軽費老人ホーム入所者の基準生活費

  軽費老人ホーム入所者の基準生活費の算定はどうなるか。

１ 入居の対象及び処遇内容等

(1)  軽費老人ホームＡ型

家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な60歳以上（夫

婦の場合はどちらかが60歳以上）の者。給食その他日常生活上必要なサービスが提供さ

れる。

      生活費と事務費の合計額が必要となる。

(2) 軽費老人ホームＢ型

Ａ型要件を満たし、かつ、健康で自炊のできる者。通常は、利用者が自炊して生活す

る。

      自炊に必要な生活費と施設に支払う利用料が必要となる。

(3) ケアハウス

自炊の出来ない程度の身体機能の低下等が認められ、独立して生活するには不安が認

められる60歳以上（夫婦の場合はどちらかが60歳以上）の者。給食その他日常生活上必

要なサービスが提供される。

      生活費と事務費及び管理料が必要となる。

(4) 都市型軽費老人ホーム

都市部における低所得高齢者の居住対策として、平成２２年４月に創設された。従

来の軽費老人ホーム(ケアハウス)から、居室面積・職員配置等の基準を緩和し、利用

料の低廉化が図られている。入居対象者はケアハウスに同じ。

生活費、光熱水費、サービス提供に要する費用及び居住に要する費用（家賃）が必

要となる。

２ 保護の適用

軽費老人ホームの入所者は、利用料等、一定の負担をするだけの能力を有する老人を対

象とした老人福祉施設であることから、被保護者が入所することは想定されていない。

したがって、負担能力のない高齢者の場合は、本来的には養護老人ホームへの措置換え

を検討すべきものであるが、やむを得ない事情にあるときは、軽費老人ホームに入所した
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ままで生活保護を適用することが認められる。

なお、都市型軽費老人ホームは、設置認可に当たり、生活保護受給者等低所得者が支

払可能な料金設定にすることが基準とされている。

  具体的な取扱いは以下によること。

(1) 軽費老人ホームＡ型

      第１類＋第２類＋加算（社会福祉施設入所者に係る加算）

(2) 軽費老人ホームＢ型

第１類＋第２類＋加算（在宅者に係る加算）＋利用料（住宅扶助の基準額の範囲内で

必要な実費を住宅扶助として計上）

(3) ケアハウス

第１類＋第２類＋加算（在宅者に係る加算）＋管理費（住宅扶助の基準額の範囲内で

必要な実費を住宅扶助として計上）

(4) 都市型軽費老人ホーム

第１類＋第２類＋加算(在宅者に係る加算)＋居住に要する費用（住宅扶助の基準額

の範囲内で必要な実費を住宅扶助として計上。費用は、単身の基準額の範囲内に設定さ

れている。）

課長問答 第７の71、58

（問６－９－２） 高齢者虐待により他法施設を利用した場合の基準計上      

   

  高齢者虐待等により、緊急避難先として介護保険施設を利用した場合、基準計上

と基準計上の時期はどうなるか。

  

緊急避難先として介護保険施設を利用した場合の基準計上は、介護保険施設入所者基本

生活費、加算及び食費負担を計上する。

  この考え方は、避難先として利用する施設の種別に応じて基準を計上することによる。

  また、保護された施設において１日２食以上の食事が提供される場合は、食費分（居

宅基準を計上する施設であれば１類の７５％と２類の２０％）を減額する。

次に、基準計上の時期であるが、被保護者が居宅から利用したときには、その期間が１

か月未満であれば基準変更を要しないが、１か月を超える場合は翌月１日に基準変更する。

また、緊急避難中の者から申請があった場合には、開始当初から計上する。

なお、養護老人ホームを利用した場合は、元々基準計上を行わない施設であることから、

障害者総合支援法に基づく短期入所事業の場合の基準計上の考え方を準用し、入院患者日

用品費＋食費及び居住に要する費用を計上する。

参考 別冊問答集「問７－１２」
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（問６－９－３） 救護施設等保護施設一時入所の基準生活費の算定について

         

  救護施設等保護施設の一時入所を利用したときの基準生活費はどのように算定

すればよいか。また、基準はいつ変更すればよいか。

  

救護施設の一時入所の考え方は、１か月未満の入所となっている。したがって、居宅か

らの入所の場合は基準変更を要しない。一時入所利用者は、月初に受領した保護費から食

事代等を施設に支払う。一時入所終了後、引続き保護施設に入所する場合、一時入所終了

日までの居宅基準の日割り分を計上し、一時入所終了日から救護施設等基準生活費を日割

り計上する。つまり、一時入所終了日は、居宅基準と施設基準生活費をダブって計上する。

また、入院から一時入所した場合は、退院の日までの日用品費の日割分を計上、入所した

日から救護施設等基準生活費の日割分を計上する。

施設事務費については、基準生活費とは別に、福祉事務所は施設事務費の日割額を施設

に対し実績で支払う（国保連による支払代行対象）。なお、更生施設入所中の者が救護施

設への措置替え検討のため一時入所により体験外泊する場合、一時入所分の施設事務費は、

措置費の二重払いとなるため計上できない。

参考 23 年 3 月「福祉事務所長会 資料１０」

（問６－９－４） 自立援助ホームの基準生活費の算定について

  自立援助ホームに入居した場合の基準生活費は、どのように計上すればよいか。

  

自立援助ホーム入居者は、「運用事例集問６－５」のとおり、居宅基準を計上すること

となるが、児童福祉法から委託費が支弁されるので委託費（下線部）の対象とならない経

費を計上する。

１ 生活扶助  居宅基準１類、２類全額計上

２ 住宅扶助  非計上

３ 生業扶助  

①高等学校等就学費（②を除く。） 特別育成費との差額

②同上入学準備金  特別育成費特別加算費との差額

③技能修得費  特別育成費資格取得等特別加算費又は職業補導費との差額

  ４ 医療扶助  計上

  ５ 葬祭扶助  葬祭費との差額
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平成24年度より、自立援助ホーム利用児童に収入がない場合は、医療保険の自己負担分

が、委託費の支給対象となった。

なお、入居者は、利用料としてホームに月額３万円程度納める。

＜参考＞

「東京都自立援助ホーム委託費」の支弁基準（平成28年9月改正）

① 一般生活費＝１０，７７０円

  ② 特別育成費＝国・公立 ２２，９１０円（月額）

       私  立 ３３，９１０円（月額）

       特別加算費 ６１，０３０円（年額）

       資格取得等特別加算費 ５６，５７０円（年額）

  ③ 職業補導費＝交通費 実費

        教科書代等 ４，９４０円（月額）

④ 葬祭費＝１５８，３５０円（火葬料、自動車料金の特別基準あり。）

平成２５年１月１５日付２４福保生保第８５０号

（問６－９－５） 都中部総合精神保健福祉センターの一時入所事業及び短期宿泊事業

を利用した場合の基準生活費  

標記事業を利用した場合の基準生活費の計上はどうなるか。

１ 一時入所事業

（１）事業の概要

本事業は、地域で生活して病状が安定している精神障害者で、一時的に休養が必要な

者を対象としており、利用期間は２週間以内である。入所費用は無料だが、食費(弁当

代)及びシーツ洗濯等日用品費の実費は利用者負担となる。なお、弁当を頼むかは利用

者の任意であり、自炊も可能である。

（２）基準生活費

   本事業は、居宅生活を送っている者が対象であると想定され、かつ、利用期間が２

週間以内であることから、利用期間中の基準生活費の変更を要しない。

２ 短期宿泊事業

（１）事業の概要

都中部総合精神保健福祉センターが実施するアウトリーチ支援事業の対象者で、本事

業の利用により、地域生活の安定化が図られると認められる者を対象としており、利用

期間は６週間以内である。費用負担は、一時入所事業と同様である。本事業は、中総が

従来実施していた入所訓練(社会復帰病室、ホステル)が平成２３年３月３１日で終了と

なったのに伴い、同２３年４月から都単独事業として新規に実施されている。
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（２）基準生活費

本事業は、旧法の精神障害者生活訓練(援護寮)の廃止に伴い実施されたものであるこ

とから、居宅からの利用期間が１か月以上の場合は、翌月１日付で基準生活費の変更を

行い、入院患者日用品費（基準額及び冬季加算）及び食費相当額(１類75%+２類20%)
を計上する。

なお、入院から直接短期宿泊事業を利用する場合は、利用期間の如何に関わらず、入

院患者日用品費は変更せず、利用開始日から食費相当額を計上する。

参考 ・告示別表第１第１章３

・局長通知第７－２－(1)

・運用事例集問６－５

（問６－10） 婦人保護施設入所者の基準生活費

  居宅から婦人保護施設に入所した場合の基準生活費の計上はどうなるか。また、

婦人保護施設入所者が入院した場合、医療扶助の適用に加えて、入院患者日用品

費の認定はどうなるか。

婦人保護施設入所者については、運営費（婦人保護施設の事業費）が計上されるため、

医療扶助を除き、保護の適用は必要ないものである。

居宅から婦人保護施設に入・退所する場合の居宅基準の計上は、入所の前日までと退所

の翌日からそれぞれ日割り額を算出することとなる。この取扱いは、施設入所後の生活費

が、老人福祉法によってまかなわれる養護老人ホームに入所する者の基準生活費の計上に

あわせたものである。

また、入所者が入院した場合は、入院した翌日から退院する前日まで運営費が計上され

なくなるため、入院患者日用品費を計上する必要が生じてくる。この場合、保護施設の取

扱いに準じて、入院の日から退院の日まで入院患者日用品費を計上する。この取扱いは、

婦人保護施設の運営費によっては、入院及び退院日の需要を充たすことができないために

行う措置である。

なお、医療単給として保護を開始されている者が退所する場合の加算計上については、

既にあった需要が表面化されたと考え、新たに加算の認定事由が発生したのではなく、既

に加算が認定されていたものとみなして「月の中途の退院退所に伴う基本生活費の認定変

更」に併せて加算の認定変更を行う。
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（問６－10－２）婦人保護施設 慈愛寮から入院して出産する場合の基準生活費

        

問６－10によれば、婦人保護施設入所者については、医療扶助を除き保護の適用

の必要がないものとされている。また、入院した場合は入院日から退院日まで入院

患者日用品費を計上するものとされているが、慈愛寮入所者が入院して出産する場

合も同様であるか。

１ 基本的な考え方

慈愛寮は、概ね妊娠８ヶ月以上から産後６ヶ月未満の女性を入所させる婦人保護施設で

ある。入所中は一般生活費等が事業経費として施設に支給され、入所者は現物給付を受け

るため、問６－10にあるとおり、生活保護法による保護は、医療扶助単給となる。

出産のため助産施設等に入院する場合についても、入院した翌日から退院する前日まで

運営費が計上されないため、扶助費を支給する必要がある（扶助費の計上は、保護施設の

取扱いに準じて、入院日から退院日まで）。ただし、この場合、計上するのは入院患者日

用品費ではなく居宅基準額であるので注意する。また、加算については、既に認定されて

いたものとみなし、出産の日の属する月は妊婦加算を、翌月から産婦加算をそれぞれ日割

りで計上する。

新生児についても、異常がなく医療扶助の適用がない場合は出生日から居宅基準を適用

する。

  このことは、出産が医療行為ではなく、医療扶助の対象とならないことが理由である。

したがって、医療を要する入院の場合に適用する入院患者日用品費ではなく、居宅基準

を計上することとなる。

  ただし、上記は正常分娩の場合であり、何らかの理由により異常分娩となって医療扶

助が適用される場合は入院患者日用品費を計上することになる（給食を受けている入院

患者については、妊産婦加算は計上しない。）。

  なお、入院助産により医療扶助の適用がない場合も出生日から居宅基準を適用するこ

ととなる。

２ その他

（１）移送費の取扱い

出産のため入退院時に移送費を必要とする場合は、局長通知第７－２－（７）－ア－

（シ）に基づき生活移送費を支給することができる。

（２）新生児衣料費の取扱い

  慈愛寮では入所中の新生児に対し必要な衣料を貸与しているが、退所時点で返却に

より新生児衣料の需要が生じてしまうため、出産時又は出産から４週間以内の時点に

おいて局長通知第７－２－（５）－ア－（エ）により、新生児衣料費を職権で一括し

て支給して差し支えない。
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参照

平成２０年１１月ブロック別事務打合せ会議資料 連絡事項 ６

生活と福祉 昭和53年度 出産準備のための費用

別冊問答集 問７－４１

（問６－11） 入院患者の外泊に伴う食事代の算定

   入院患者が外泊した場合の基準生活費は、どのように算定するか。

外泊期間中の患者の基準生活費は、入院患者日用品費等の認定は継続しつつ、居宅基準

生活費の飲食費相当分の額（第１類の基準額に75パーセントを乗じて得た額）のほか、居

宅基準生活費の燃料費相当分の額（第２類の基準額に20パーセントを乗じて得た額）を外

泊日数に応じた日割りにより生活扶助として支給することとなる（外泊日数は、宿泊した

数とする。）。

  なお、外出先は、出身世帯に限らず、知人宅、施設等でも同じ扱いとする。

  また、更生施設に在籍のまま入院していた者がその更生施設に外泊した場合も、居宅基準

を基礎に算定する。

【具体例】

入院中の妻が夫と子供２人の世帯に３泊４日で外泊した場合

                                        ３

    ｛ 妻の第１類×０．７５＋妻の第２類×０．２｝×
                                        ３０

【留意点】

  ＊ 外泊として取り扱う場合、１類の加算及び冬季加算は含めない。

  ＊ 同一世帯に複数名の入院患者が同時に一時帰宅する場合であっても、それぞれ一人世

帯として食事代の認定を行う。

（問６－12） 福祉ホーム等への外泊・試験入所の取扱い

     
福祉ホーム等を利用して外泊・試験入所する場合の利用料についてはどのように算定

するか。

生活扶助費を問６－11により日割計算するほか、室料相当分については、当該ホーム等

の月額室料（住宅扶助基準額以内）の日割り泊数分を上限として施設から請求される実額

を住宅扶助費に計上する。いずれの場合も、試験外泊の利用料の内訳を施設に確認する必
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要がある。

また、更生施設に在籍のまま、入院した者がその更生施設に試験外泊した場合の更生施

設の利用料については、施設に対して施設事務費が支払われているため計上しない。

・・・から 利用料等の計上方法

入院 食費等は生活扶助費日割り計算（問６－１１）

室料については、住宅扶助基準額以内で日割り泊数分を上限と

して実額を住宅扶助として計上。

更生施設等本人に

生活費が支給され

ない施設

食費等は生活扶助費日割り計算（問６－１１）

室料については、住宅扶助基準額以内で日割り泊数分を上限と

して実額を住宅扶助として計上。

居宅（生活扶助居宅

基準を計上する施

設を含む。）

居宅基準が計上されている者の食費については既に第１類、

第２類が計上されているので計上しない。室料については、

既に計上されている住宅扶助を含めて住宅扶助基準額以内で

日割り泊数分を上限として実額を住宅扶助として計上。

Ｈ１５．１１月ブロック会議 連絡事項

生活保護通信 №８（2005.11.17）
別冊問答集 問７－３４

（問６－13） 施設入所者が外泊した場合の基準の算定

  施設入所者が外泊（一時帰省）した場合の生活費はどのように算定するか

                                                       
施設入所者が出身世帯に一時帰省した場合の基準生活費は、原則として入院患者の外泊

の場合に準じて算定する。                                           
なお、一時帰省した場合に上記の取扱いを行うことができるのは、施設入所者が保護を

受けている場合に限られるものである。したがって、世帯分離により、施設等入所者が保

護を受けていない場合には、外泊に伴う食事代等は支給できない。（被保護世帯から入所

した児童福祉施設入所児童は被保護世帯の一員である。）

また、技術専門校、特別支援学校等の寄宿舎に入所している者、病弱特別支援学校・学

級等の在学者及び国立リハビリテーションセンターの養成施設入所者が夏休み、冬休み、

春休み等で長期に出身世帯に帰る場合には、上記にかかわらず、出身世帯への転入扱いと

して、基準生活費そのものの変更を行って差し支えない。この場合、帰省した日から寄宿

舎へ戻る日までの期間を世帯員の増加として取り扱う。

【留意点】

  ＊ 外泊として取り扱う場合、１類の加算及び冬季加算は含めない。
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  ＊ 世帯員増として取扱う場合は、１類の加算及び冬季加算を含める。

＊ 国立リハビリテーションセンターの養成施設に入所している単身者が、住宅扶助相

当分の負担を必要とする施設等へ外泊する場合、住宅扶助を認定して差し支えない。

（問６－14） 光熱水費等の負担がない世帯の基準の算定

  会社の寮に居住している単身者に対して保護を適用することになったが、この

寮は、光熱水費等を併せて寮費（住宅費）を定額で徴収している。

  この場合、生活扶助基準のうち第２類の取扱いはどうなるか。

第２類の経費の減額調整は、原則として行わない。

住宅費の中に光熱水費が含まれている場合で、光熱水費等に相当する額が明らかなとき

は、当該金額を除いた額が住宅扶助の対象となる。

ところが、住宅費の中に光熱水費が含まれていても、これに相当する額が明らかでない

ときは、当該住宅費総額を住宅扶助費の対象とすることとなる。この場合、光熱水費等に

相当する額を生活扶助基準のうち第２類の中から控除することなく、生活扶助基準は全額

認定する。

また、知人の好意によって無料で住宅の提供を受けている場合等で、電気料金等の負担

のない者に対しても、同様に、生活扶助基準は全額認定する。

ただし、光熱水費等の実費相当額の金銭換算を行うことが可能であり、かつ、それを援

助収入として認定すべき事情にあると判断される場合には、収入申告書を徴した上、収入

認定の措置をとることとして差し支えない。

なお、これらの取り扱いは、簡易宿所についても同様である。

（問６－15） 年齢不明の被保護者に対する基準生活費の適用

  年齢を確認するものが得られない者を保護した場合、外見等から判断したうえ

で相当と思われる年齢区分の第１類費を認定することは可能か。

年齢不明の被保護者については、知人等の証言、身体的特徴、その他総合的に判断した

うえで、推定年齢によって相当する区分の第１類費の額を計上して差し支えない。

その後、月の中途に年齢が確認できたときは、その翌月から基準の変更を行う。また、

このような場合には、年齢が確認された月以前の計上分に推定年齢と実年齢とが異なるこ

とから差額が生じたとしても、返還等の措置を要しない。
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（問６－15－2） 地区別冬季加算の特別基準額の適用（新設）

  常時在宅せざるを得ない者が世帯員にいる場合等において、地区別冬季加算の特別

基準額が認められることがあるが、この取扱いを行うに当たっての留意点を示されたい。

１ 冬季加算の特別基準

局長通知第７の２の（１）のアにより、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困

難であり、常時在宅せざるを得ない者又は乳児（１歳の誕生日の前日までの間にある児童

をいう。）が世帯員にいる場合であって、地区別冬季加算額によりがたいときは、地区別

冬季加算額に1.3を乗じて得た額の範囲内において特別基準の設定があったものとして必

要な額を認定して差し支えないこととされている。

２ 特別基準の適用要件

したがって、特別基準の適用には、以下（１）及び（２）の要件を満たす必要がある。

（１）「傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得な

い者」又は「乳児」が世帯員に含まれること

   このうち、「傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せ

ざるを得ない者」については、課長通知問第７の２９において、「重度障害者加算算

定者、要介護度3、4若しくは5であり、日常生活において常時の介護を必要とするため、

外出が著しく困難であり、常時在宅している生活実態にある者」、又は「医師の診断

書等により傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざる

を得ない状態にあると福祉事務所が認めた者」とされている。

「常時在宅」に該当するか否かの判断については、個別に判断することとなるが、

他者の援助が無いと被保護者単独では外出できないことが、これまでの家庭訪問での

聞き取り等による実態把握、医師又は介護支援専門員等からの情報等において確認さ

れる場合には、常時在宅に該当すると考えて差し支えない。

なお、乳児が世帯員にいる場合も適用要件に該当するため、留意すること。

（２）地区別冬季加算額によりがたいこと

   地区別冬季加算額によりがたい場合とは、冬季加算計上期間中の光熱費等相当の需

要（支払額）が、他の期間よりも上回り、かつ地区別冬季加算額では上回る需要が賄

いきれない状況をいう。

   そのため、施設入所者で光熱費等の徴収額が毎月同じ場合等、冬季でもその他の期

間でも光熱費等相当の需要が一定であれば、特別基準の対象外となる。また、冬季に

増加する光熱費が、地区別冬季加算額で賄える場合も、特別基準の対象外となる。

   なお、これまでの光熱費等の支払状況等から確認することが想定されるが、支払状

況には変動があり、その判断が難しいこともあることから、（１）の要件を満たすこ

とが確認できれば、冬季に増加する光熱費が地区別冬季加算額で賄える特段の事情が

無い限り、支払状況の確認は省略し、特別基準を適用して差し支えない。

  平成２７年１０月１３日付東京都保護課長事務連絡
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２ 加算

（問６－16） 「月の初日」に加算の変更等の事由が生じた場合

  加算については妊産婦加算等を除いて「月の中途で新たに加算を認定し、又は

その認定を変更若しくはやめるべき事由が生じたときは、それらの事由の生じた

月の翌月から加算の認定変更を行うこと」とされているが、変更等の事由が月の

初日に生じた場合、どのように取り扱えばよいか。

「月の初日」は、実施要領でいう「月の中途」に含まれないものとする。月の初日に加

算の認定変更等の事由が生じた場合は、変更日が（問６－１）にいう事実発生の当日か翌

日かに留意する。

「月の初日」と変更日が重なった場合は、当月初日から加算の認定変更等を行う。

   加算等の認定変更等の事由      認定変更等の時期

妊

産

婦

加

算

（１）月の初日に妊娠の事実を確認し

  た場合

確認月の翌月から妊婦加算を認定する

              （注１）

（２）妊産婦加算認定中の者が、月の

  初日に出産した場合

出産月の翌月から産婦加算を認定する

              （注２）

（３）保護受給中の者の妊娠月数（６

  ヶ月）が月の初日に変わる場合

当該月初日から妊婦加算を変更する

※妊娠から２０週で６ヶ月（別冊問答集

問７－２０参照）となる

母

子

加

算

（１）月の初日に児童の父母の一方が死

亡（離婚転出）した場合

死亡（転出）日の翌月から母子加算を認

定する                      （注３）

（２）月の初日に児童が死亡（転出）

  した場合

死亡（転出）日の翌月から母子加算を変

更削除する                  （注３）

（３）月の初日に児童の父母の一方が入

院等をしてから１年を経過した場

合

当該月初日から母子加算を認定する

（前年前月末日に入院等発生）

（４）月の初日が誕生日の児童が満１

８歳になった場合

１８歳に達する日以後の最初の４月１日

から、母子加算を変更削除する

（５）月の初日に児童が出生（転入）

  した場合

出生（転入）日から一般生活費の変更と

ともに母子加算を認定する

（６）月の初日に児童の父母の一方が

ＤＶ防止法第10条第１項の規定に

よる命令（送達又は言渡し）を受

けた場合

当該月初日から母子加算を認定する。
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（注１）告示別表第１第２章－１－（２）

（注２）告示別表第１第２章－１－（３）及び(４)

   加算等の認定変更等の事由      認定変更等の時期

冬

季

加

算

特

別

基

準

（１）月の初日に冬季加算特別基準を算

定する事由が生じた場合

事由が生じた日から冬季加算特別基準を

認定変更等する。

（２）月の初日に冬季加算特別基準を算

定する事由が消失した場合

事由が消失した日から冬季加算特別基準

を変更削除する。

（３）月の初日に常時在宅せざるを得な

い者又は乳児が死亡（転出）した

場合

死亡（転出）日の翌日から一般生活費の変

更とともに冬季加算特別基準を削除する。

障

害

者

加

算

（１）月の初日に障害程度を確認した

  場合

確認した日から障害者加算を認定変更等

する

（２）障害者加算認定中の者が月の初

  日に死亡（転出）した場合

死亡（転出）日の翌日から一般生活費の

変更とともに障害者加算を変更削除する

（３）家族介護料認定中の世帯で、介

  護に当たっていた者が月の初日に

  死亡した場合

死亡日の翌日から一般生活費の変更とと

もに家族介護料を削除する

介

護

施

設

入

所

者

加

算

（１）月の初日に介護施設に入所した

  場合

入所した日から介護施設入所者加算を認

定する（介護施設入所者基本生活費が算

定されている者に限る）    （注４）

（２）介護施設入所者加算認定中の者

  が月の初日に死亡（退所）した場

  合

死亡（退所）日の翌日から一般生活費の

変更とともに介護施設入所者加算を削除

する

在宅患者加算及び

放射線障害者加算

障害者加算の

（１）、（２）を参照

障害者加算の

（１）、（２）を参照

児

童

養

育

加

算

（１）月の初日に児童が出生（転入）

  した場合

出生（転入）日から一般生活費の変更と

ともに児童養育加算を認定変更する

（２）月の初日に児童が死亡（転出）

  した場合

死亡（転出）日の翌月から児童養育加算

を変更削除する

              （注３）
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   加算等の認定変更等の事由      認定変更等の時期

入

院

時

留

意

点

（１）月の初日に入院し、入院期間が

  １か月未満であるため入院患者日

  用品費を算定しない場合

各種加算の変更を要しない

              （注５）

（２）月の初日に入院し、入院期間が

  １か月以上の場合

入院日から入院患者日用品費の算定とと

もに各種加算の変更を行う

（注３）加算適用者の一般生活費に変動はなく、変更日は事実発生の翌日である。

（注４）局長通知第７－２－（２）－オ、第７－２－（４）

（注５）局長通知第７－２－（３）－ウ

（問６－17） 「月の中途」の退所と加算計上

  医療単給として保護を開始されていた女性相談センター、婦人保護施設、養護

老人ホーム等あるいは法外施策により宿泊所入所中の者が退所した場合の加算の

計上について、どのように取り扱えばよいか。

生活保護法による加算制度は、基準生活費において配慮されていない個別的な特別需要

を補てんすることを目的としている。したがって加算計上によってはじめて加算がない者

と実質的に同水準の生活が保障されるものである。一般に保護受給中の者について、月の

中途で新たに加算の認定変更の事由が生じたときは、それらの事由の生じた月の翌月から

認定変更を行うこととされている。

しかしながら、設問のように施設等入所時に医療単給であったときには、退所に伴う加

算の計上の開始時期の取扱いが異なる。被保護者に新たに加算の認定事由が生じたのでは

なく、退所することにより、既にあった需要が表面化したものと考え、「月の中途の入院

入所又は退院退所に伴う基準生活費の認定変更」にあわせて日割りで加算の計上を行う。

なお、加算が計上されていた者が、月の中途に設問のような施設等への入所により医療

単給になる場合等も、「月の中途の入院入所又は退院退所に伴う基準生活費の認定変更」

にあわせて日割りで加算額の認定変更を行う。

局長通知第７－２－（２）－コ－（ウ）他

ブロック会議資料 平成12年11月
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（問６－18） 施設等入所児童と母子加算

  転出した児童及び児童福祉施設に入所している児童については、母子加算の対

象とはならないことになっているが、世帯を離れて生活している児童はすべて母

子加算の対象にならないものであるか。

１ 世帯からの転出者は、母子加算の対象者とならない。また、世帯分離された児童も加

算の対象とならないものである。

２ 児童福祉施設に入所している児童は、施設入所中は、施設においてすべての生活需要

を満たすだけの処遇が行われていることから、出身世帯の特別な需要はないと判断され、

母子加算の対象からはずされている。

  ただし、医療型障害児入所施設に入所している児童については、母子加算の対象とし

て差し支えない（養育の実態がない場合を除く）。（課長問答 第７の59）
３ 児童相談所の一時保護、特別支援学校や高等学校等の寄宿舎及び区（市）立の病弱特

別支援学校・学級等の施設入所者又は在学者については、母子加算の対象とする。

平成２１年１２月２８日２１福保生保第８１９号都保護課長通知

（問６－19） 内縁の解消と母子加算

  内縁関係にあると認められたため、母子加算を認定していなかった世帯のうち

の一方が、世帯から転出して内縁関係が解消されたと判断できるときは、当該世

帯を母子加算の認定対象として差し支えないものであるか。

一般に、内縁とは、合意に基づいた事実上の夫婦としての共同生活の存在の継続に対し

て、準婚としての法的効果が認められるものである。したがって、その事実が解消される

ときには、その効果は失われる。つまり、事実状態の解消と同時に、正式に婚姻が解消さ

れたのと同様の状態になる。そのため、内縁関係が解消されたと認められる時点において、

母子加算の要件を満たすものであり、母子加算の対象となる。

転出した者が男で、子を認知していた場合であっても、父が欠けている状態に変わりは

ないことから、認定の対象となる。

  なお、法律婚が継続している（離婚していない）場合は、たとえ夫の暴力から逃れている

世帯であっても、１年を経過するか又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律第１０条第１項の規定による命令を受けた場合でなければ母子加算を計上できない

取扱いとされているので留意されたい。
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  局長通知第７－２－（２）－コ－（ア）－ｃ、d

  別冊問答・問 7-28-2

（問６－20） 愛の手帳と障害者加算の認定

  愛の手帳の障害程度と障害者加算の適用について、示されたい。

  愛の手帳は、知的障害者（児）が各種の援護を受けるために必要な手帳として、東京都が

独自に実施している制度である。なお、国の制度としては「療育手帳」があり、「愛の手

帳」は、この制度の適用を受けている。

愛の手帳所持者に係る障害者加算の認定については、次のとおり取り扱う。

なお、他県から転入した者がこれらと異なる手帳を所持している場合には、同程度の加

算を計上して差し支えない。

区   分   程         度 加算の取扱い

１度（最重度） 知能指数及びそれに該当する

指数がおおむね０～１９のもの

告示別表第１第２章－２

（２）のア及び（３） 身

障手帳１級、国民年金 １

級と同等

重度障害者加算計上

２度（重度） 知能指数及びそれに該当する

指数がおおむね２０～３４のもの

告示別表第１第２章－２

（２）のア

身障手帳２級と同等

３度（中度） 知能指数及びそれに該当する

指数がおおむね３５～４９のもの

告示別表第１第２章－２

（２）のイ

身障手帳３級、国民年金

２級と同等

４度（軽度） 知能指数及びそれに該当する

指数がおおむね５０～７５のもの

障害者加算非該当
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（問６－21） 障害者加算の認定と関連する年金等の裁定

  障害者加算の認定と各種年金等の裁定又は認定の関係について、取り扱い上の

留意点を示されたい。

１ 生活保護法による保護における障害者加算（放射線障害者加算を除く。）の認定につ

いては、身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉手当認定通知

書により行うこととし、所持していない場合は医師の診断書やその他障害程度の確認で

きる書類に基づき認定することとされている。障害程度の確認できる書類として精神障

害者保健福祉手帳や愛の手帳（東京都の場合）がある。

障害者加算の対象とすべき障害者の認定は、必ずしも当該障害者を支給要件とする年

金又は手当若しくは身体障害者手帳（以下「関連年金等」という。）における裁定又は

認定を待って行うべきものではない。

  したがって、現に関連年金等の裁定等を受けていない障害者から加算についての申告

があったときは、受給権（裁定の請求権）を確認の上、関連年金等の受給に必要な手続

きをとるよう指示するとともに、３により加算の適否について保護の実施機関としての

認定を行う。

２ 要保護者から関連年金等の裁定を受けている旨の申告があったときは、保護の実施機

関として特に診断書等を徴することなく当該裁定の事実を証書等で確認の上、相応の加

算を認定する。

３ 要保護者であって関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算

の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障害者更生相談所、児童

相談所、精神保健福祉センターその他の実施機関の指定する医師の判断により認定を行

う。

  ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害者であって、当該手帳の交付年

月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた

後１年６月を経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を

行って差し支えない。この場合において、初めて医師の診療を受けた日の確認は、当該

手帳を発行した際の医師の診断書（写しを含む。以下同じ。）を確認することにより行

うものとする。なお、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する

場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。（身体障害で

身体障害手帳の交付を受けておらず、症状が固定していない場合も、初めて医師の診療

を受けた後１年６月を経過している必要がある。）

４ ３により精神障害による障害者加算を認定した被保護者について、その障害が関連年

金等の支給要件に該当しない旨の裁定又は認定が行われたときは、当該裁定のあった月

の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等の認定を取り消すものとする。

  ただし、当該裁定等に係る医師の診断の後、精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新

を受けることとなった者であって、当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の
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原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後１年６月を経過しているものに

ついては、再度年金の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、年金の裁定が行

われるまでの間に限り、当該手帳により障害者加算等の認定を行うものとする。

５ ４により障害者加算の対象とならないものと認定した被保護者について、その障害程

度が関連年金等の支給要件に該当する旨の裁定又は認定が行われたときは、当該認定等

のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等を認定する。

  この場合、当該裁定等の行われている以前に当該加算について生活保護上の変更申請

が行われていた場合に限り、当該裁定等のあった月及びその前月についても障害者加算

を認定する。

※特別障害給付金の対象となる特定障害者も、障害等級に応じて同様の加算を計上する。

《特別障害給付金の支給対象者等》

（１）対象者（特定障害者）

   次のいずれかに該当する者であって、国民年金法による障害基礎年金等を受ける権

利を有していないもの

   ①昭和６１年３月３１日以前に初診日があり、その当時被用者年金各法の被保険者

等の配偶者であり、かつ、国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、

その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの。

   ・ 当該初診日以前に初診日のある別の障害を併合して障害等級に該当する程度の

障害の状態にあるものを含む。

   ・ ６５歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に

至ったものに限る。

   ・ ②において同じ。

   ②平成３年３月３１日以前に初診日があり、その当時学生又は生徒であり、かつ、

国民年金法の任意加入被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等

級に該当する程度の障害の状態にあるもの

（２）支給額（月額）（平成28年度）

   ・ 障害の程度が１級に該当する場合は、51,450円

   ・ 障害の程度が２級に該当する場合は、41,160円

昭和40年５月14日付社保第 284号厚生省社会局保護課長通知

平成７年９月27日付社援保第 218号厚生省社会・援護局保護課長通知
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【各種等級と障害者加算の計上】

加算額 身体障害者

手帳

愛の手帳 国民年金 厚生年金 特別児童

扶養手当

精神障害者

保健福祉手帳

(2)のア

１級   １度

  １級 ※ １級 １級 １級

２級 ２度

(2)のイ ３級 ３度   ２級 ※   ２級 ２級 ２級

非該当 ４級～６級 ４度   ―   ３級   ― ３級  

  ※特別障害給付金の対象となる特定障害者についても、障害等級に応じて同様の加算を計上する。

＜その他具体例＞

  ・身体障害者手帳１級かつ国民年金２級の場合は、(2)のア

  ・国民年金１級かつ精神障害者保健福祉手帳２級の場合は、(2)のア

  ・身体障害者手帳３級かつ精神障害者保健福祉手帳３級の場合は、(2)のイ

  ・厚生年金（精神）３級かつ精神障害者保健福祉手帳２級の場合は、非該当

＊障害者加算は、身体障害者障害程度等級表又は国民年金法施行令別表の等級による。
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精神障害者の障害者加算の認定について

            障害年金裁定結果

          

   障害年金１・２級           障害年金３級

                      又は裁定却下

   加算認定  ○     

             精神保健福祉手帳１・２級   精神保健福祉手帳３級

取得         又は、取得できず

                                                 

               障害年金裁定再申請       加算認定 ×

                             

               暫定的加算認定 ○

                                

                         

障害年金１・２級     障害年金３級・裁定却下

        加算認定 ○        加算認定 ×
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（問６－22） 精神障害者保健福祉手帳と障害者加算の認定

  精神障害者保健福祉手帳により、障害者加算の認定を行う場合の取扱いについ

て示されたい。

精神障害者保健福祉手帳制度の創設により、手帳の１級又は２級の場合においては、障

害者加算の認定が可能となった（手帳の等級は国民年金の等級に準拠している。）。

  精神障害者については、これまでも、障害基礎年金等の年金証書の写しや診断書により加

算の認定が受けられたが、手帳創設により、手続が容易になった。

１ 精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行う。

(1) 障害基礎年金の受給権（裁定の請求権）を有する者の場合

   手帳を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、年金の裁定が行われ

  るまでの間に限り、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程

  度を判定できる。

   ただし、このような判定が行えるのは、手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の

  原因となった傷病について初めて診療を受けた日から１年６月を経過（症状が固定し

  た日）している場合に限られる。

   また、年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた場合については、

  年金の裁定の再申請を指示するとともに、当該再申請にかかる年金の裁定が行われる

  までの間に限り、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の判定

  を行うことができる。

(2) 障害基礎年金の受給権（裁定の請求権）を有する者以外の場合

   手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の

  診療を受けた日から１年６月を経過している者については、手帳に記載する障害の程

  度により障害者加算に係る障害の程度を判定することになる。

２ 初診年月日から１年６月を経過しているかどうかの確認は次のとおりである。

(1) 被保護者が手帳の交付申請書類を保健所に提出する前に診断書により確認する。

(2) 診断書を作成した医療機関から写しの送付を受けて確認する。

(3) 保健所において保管している診断書の写しにより確認する。

局長通知第７－２－（２）－エ－（イ）

課長問答・第７の65
平成７年９月27日付社援保第 218号厚生省社会・援護局保護課長通知

平成７年９月28日付健医精発第64号厚生省保健医療局精神保健課長通知
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（問６－23） 精神障害者保健福祉手帳による障害等級の認定

  障害年金の受給権を有する者の場合で、年金の裁定結果と手帳の等級認定とが

異なったときは、どのように取り扱うことになるか。

  １ 手帳１級の交付を受けている者が、基礎年金裁定の結果２級該当となった。

  ２ 年金裁定が却下された後、手帳２級が交付された。

１ 障害基礎年金の受給権を有する者の場合、障害の程度の判定は原則として年金に係る

国民年金証書により行うものであり、手帳を所持している者が年金の裁定を申請中であ

る場合には、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により加算に

係る障害の程度を判定できることとなっている。

  したがって、年金裁定の結果２級該当となったときには、これまで手帳により認定し

ていた１級に相当する加算を２級に相当する加算に認定変更する必要性が生じる。この

ことは、年金による障害等級と手帳による障害等級とは同一の基準であることから、認

定した時期における障害の程度の変化と考えることができる。

２ 年金の裁定が却下された後、手帳２級の交付を受けた場合、年金の裁定の再申請を指

示する（受給権（裁定の請求権）自体がない場合を除く）。また、再申請にかかる年金

の裁定が行われるまでの間は、手帳に記載する障害の程度により加算に係る障害の程度

を判定できる（問６－22参照）。

※なお、障害年金の年金証書の写しがある場合には、審議会の判定を要せず年金の等級

と同じ等級の手帳が交付される。したがって、障害年金を受けている者が年金の障害等

級と異なる等級の手帳の交付を受けることはない。
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（問６－24） 精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の認定時期

        

  月の中途で新たに障害者加算を認定すべき事由が生じたときは、それらの事由

が生じた翌月から加算の認定変更を行うこととされている。

  次の事例の場合の取扱いは、どうなるか。

  １ 手帳の交付から時間を経過して申告があった場合

     初診年月日     Ｈ２４． ５．１

     手帳交付年月日   Ｈ２８．１１．５

     福祉事務所への申告 Ｈ２９． ３．３

  ２ 申告の時点では手帳を取得しておらず、申告後に手帳の交付を受けた場合

     初診年月日     Ｈ２４． ５．１

     福祉事務所への申告 Ｈ２８．１１．５

     手帳交付年月日   Ｈ２９． ２．３

  ３ 交付年月日が初診年月日から１年６か月を経過していない手帳を持って、

   交付の１年後に申告があった場合

     初診年月日     Ｈ２８． １．５

     手帳交付年月日   Ｈ２８．１１．５

     福祉事務所への申告 Ｈ２９．１１．５

加算の認定に限らず、最低生活費の認定は、一般に本人の申告、届出が中心となって行

われるべきものである。しかし、実施機関の側においても、加算の認定について積極的に

確認する努力を行わなくてはならない。

実施要領においては、加算を認定すべき事由が生じたときは、それらの事由が生じた翌

月から加算の認定変更を行うこととされている。

障害者加算の認定に当たって「加算を認定すべき事由が生じたとき」とは、障害の程度

（初診年月日の確認を含む。）が加算の認定要件を満たした状態にあると福祉事務所が確

認したときをいうものである。この場合、福祉事務所が手帳によって、手帳交付の時期に

その者が加算の認定要件を満たした状態にあると確認できることから、手帳交付年月日の

翌月から加算の認定を行うことができる。

したがって、設問の各事例について、加算の認定変更は次のとおりになる。

１ Ｈ29年１月（Ｈ28年11月に事由発生、Ｈ29年３月に前々月まで遡及して変更）

２ Ｈ29年３月（Ｈ29年２月に事由発生、直ちに申告があったと仮定する。）

３ Ｈ29年９月（Ｈ29年７月に事由発生、Ｈ29年11月に前々月まで遡及して変更）
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（問６－25） 重度障害者加算の認定方法

  重度障害者加算（告示別表第１第２章－２－（３））の認定方法について、示

されたい。

重度障害者加算は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第１に定める程

度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者について、算定

するものとされている。「別表第１」に定められた障害は、身障の１級及び２級の一部に

該当するものであるが、それらの障害は介護の必要性という見地から選定されたものであ

るから、それらに該当すれば一般的に日常生活において常時の介護を必要とする者という

ことになる。ただし、常時介護を要すると認められない場合は、主治医や嘱託医等の意見

も踏まえて計上しないことができる。

重度障害者加算は創設（昭和５１年）当時、在宅重度障害者に対する「家族等」の介護

需要に充てられるものと位置付けられていたが、現在は、何らかの形で他者からの支援が

必要となる重度障害ゆえに生ずる「本人」の特別需要に対応するものと位置付けられるよ

うになっている。また、入院した場合においても、「本人」の特別需要の程度には変化が

ないので、特別障害者手当の受給の有無にかかわらず、加算の認定を続けることになる。

（下記５に記載した施設入所の場合を除く。）

重度障害者加算の認定に当たっては、以下のとおり取り扱う。

１ 重度障害者加算を算定する者

(1) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」による障害児福祉手当及び特別障害者

手当並びに「国民年金法等の一部を改正する法律」による福祉手当（経過的福祉手当）

の受給者

(2) 身体障害者障害程度等級表１級の者

(3) 東京都愛の手帳１度の者

(4) 国民年金法施行令別表１級の年金受給者であって、①精神障害者（知的障害者を除

く。）、②腎機能障害者、③心臓機能障害者及び④身体障害者障害程度等級表の１級

と同程度の者

(5) 特定障害者に対する特別給付金のうち、１級の支給対象者であって、上記（4）の①

から④のいずれかに該当する者

(6) 精神障害者保健福祉手帳１級の者（初診年月日から１年６月を経過した場合に限

る。）

２ 上記１以外の者は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他の障害の程度が確

認できる書類に基づき行う。

３ 既に、障害を支給事由とする年金を受けているため、上記１の(1)にいう福祉手当が支

給されない者であっても、要件に該当すれば加算を認定する。

４ 精神的疾患の入院患者等、精神活動減退者の加算の認定については、需要の実態を把
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握し、必要性について検討の上行う。（告示別表第１第２章－９）

５ 重度障害者加算の認定除外となる施設（平成28年度現在）

障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、乳児

院、児童養護施設、医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う児童福祉法に規定する

指定発達支援医療機関、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行

う病床に限る)又は障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの

園が設置する施設、進行性筋萎縮症施設、国立保養所、救護施設、更生施設、医療法に

規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令（命令に準ずる措置を含む。

例：心神喪失等医療観察法に基づく鑑定入院命令、感染症予防法に基づく入院勧告、精

神保健福祉法に基づく入院措置）により入院・入所している者について治療を行うもの

生活と福祉「相談室」１９９２年１０月号

（問６－26） 家族介護料の認定方法

  家族介護料（告示別表第１第２章－２－（４））の認定方法について、示され

たい。

家族介護料は、重度障害者を介護している家族の介護の需要に対応させるとともに、そ

の世帯の経済的負担を和らげて生活の安定を図らせることを目的としている。

家族介護料を認定する場合の取扱いは、次のとおりである。

１ 介護を受ける者の要件

  次の各号すべてに該当する者が算定の対象となる。

(1) 告示別表第１第２章の２の (2)のア（障害等級表の１級若しくは２級又は国民年金

法施行令別表に定める１級に該当する障害のある者）に該当する者

(2)  食事、入浴及び排便の３つの基本動作すべて（「日常生活のすべて」とみなしうる。）

に介護を必要とする者

(3) 居宅で保護を受給している者(入院中は不可)

   なお、(2)の３つの基本動作の確認については、医師の診断書等は必要なく、実施機

関の判断で足りる。

２ 介護に当たる者の要件

保護受給中の同一世帯員が実際に介護に当たっている場合に家族介護料を算定する。そ

のため、次の場合は算定できない。

(1) 世帯分離され、保護を受けていない者が介護に当たる場合

(2) 別世帯の扶養義務者が介護に当たる場合

別冊問答集 問7-23、7-25

生活と福祉 昭和55年６月
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（問６－27） 他人介護料の認定方法

  他人介護料（告示別表第１第２章－２－（５））の認定方法について、示され

たい。

他人介護料（介護人をつけるための費用）を設定する場合の取扱いは、次のとおり。

１ 他人介護料は、告示別表第１第２章－２障害者加算の (2)のア（障害等級表の１級若し

くは２級又は国民年金法施行令別表に定める１級に該当する障害のある者）又は告示別

表第１第２章－２障害者加算の (2)のイ（障害等級表の３級又は国民年金法施行令別表に

定める２級に該当する障害のある者）に該当する者であって、その障害のため日常の起

居動作に著しい障害があることから他人の介護を必要とする者で現実に他人の介護を受

けている場合に支給するものであり、その介護の需要に対応させることを目的とする。

活用し得る障害者施策によるホームヘルプサービス等を活用し、それでもなお、介護

需要が満たされない場合において、必要最小限の額を算定する。

２ 同一世帯内にある者（世帯分離された者を含む。）が介護するときは、設定の対象と

ならない。

  また、同一世帯内にある者が介護を行うことができず、他人の介護を必要とする場合

には、その事情を把握、検討の上、他人介護料を認定する。(居宅の場合に限り、入院中

は不可)

３ 同一世帯員以外の扶養義務者（３親等以内の親族）が介護する場合は、「介護」とい

う現物で扶養義務の履行がなされていると考えるべきであり、これに対して他人介護料

を計上するのは適当でない。

４ 算定する額は、介護人の介護の内容、地域におけるホームヘルプサービスの単価等を

勘案し、基準額の範囲内で必要と認められる最小限度の額とする。

５ 厚生労働大臣が定める特別基準の設定が必要な場合の情報提供手続については、

問１２－１５を参照。

別冊問答集 問7-21、7-25

生活と福祉 昭和55年６月

平成19年３月29日付社援保発第0329004号厚生労働省社会・援護局保護課長通知
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（問６－28） 他人介護料と介護扶助

  介護扶助受給者に対し、他人介護料を算定する場合の留意点について、示され

たい。

１ 基本的取扱い

  他人介護料の算定は、在宅の被保護者が、介護扶助と障害者施策との適用関係に沿っ

て、介護保険、介護扶助及び障害者施策によるホームヘルプサービスを利用可能限度ま

で活用し、それでもなお、介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介

護を受けることを支援するために行うものである。

なお、40歳以上65歳未満の被保険者で特定１６疾病に該当しない障害者については、

問６－27によられたい。次のいずれかに該当する場合には、他人介護料を算定すること

はできない。

(1) 被保険者（40歳以上65歳未満で特定１６疾病に該当しない障害者を除く。以下同じ）

かつ介護扶助受給者

   ① 要介護認定を受けていない場合

② 要介護認定を受けているが、訪問通所限度額まで活用していない場合（全身性障害

者については、活用し得る障害者施策によるホームヘルパーを活用していない場合を

含む。）

(2) 被保険者以外の介護扶助受給者

① 要介護認定（市町村等に委託して行う要介護状態等の審査判定をいう。）を受けて

いない場合

② 要介護認定は受けているが、活用し得る障害者施策によるホームヘルプサービス及

び介護扶助のサービス水準の合計が、訪問通所限度額に相当する水準に至っていない

場合

２ 夜間の取扱いについて

  夜間（早朝、深夜を含む。）における他人介護料の取扱いについては、介護保険又は

障害者施策により夜間の巡回訪問介護サービス等が提供されている地域においては、当

該サービスの活用を図るものとし、当該サービスの利用により夜間の介護需要を満たせ

ない場合に、算定を行う。

平成12年７月26日付12福生保第 544号生活福祉部長通知

平成19年３月29日付社援保発第0329004号厚生労働省社会・援護局保護課長通知
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（問６－29） 在宅患者加算の認定方法

  在宅患者加算（告示別表第１第２章－４）の認定方法について、示されたい。

１ 在宅患者加算対象者

(1) 告示別表第１第２章－４－ (2)－アにいう結核患者

(2) 告示別表第１第２章－４－ (2)－イにいう結核患者以外の者で、運用事例集問６－30）

の１にいう認定基準を満たす者

２ 在宅患者加算が計上できない場合

(1) 給食のある病院等に入院・入所している者

＊なお、宿泊所等は施設ではなく居宅と位置づけられるため、これらに入所している者

は在宅患者加算については一般のアパート等に居住する者と同様に扱う。

３ 在宅患者加算計上の原則

(1) 保護受給中の者について、月の中途で新たに在宅患者加算を認定し、又は認定をやめ

るべき事由が生じたときは、それらの事由が生じた月の翌月から加算の認定変更を行う。

(2) 新規開始ケースについては、開始時から日割り計上する。

(3) 在宅患者加算が計上されていた保護受給中の者が、いったん入院した後に再計上する

方法は以下のとおり

① １の (1)の場合、退院月から日割り計上（別冊問答集 問7-28）

② １の (2)の場合、認定基準（検査項目・数値あるいは認定理由）が入院前と同じで

あれば、退院月から計上

  なお、この取扱いは、病院等から居宅あるいは保護施設に戻る場合に、基準生活費の

変更とあわせて計上するものである。

(4) 在宅患者加算が計上されていた保護受給中の者が、在宅患者加算が計上できない病

院等に入院入所して削除する場合の取扱い

① 居宅から入院した場合、基準生活費の変更とあわせて、翌月から削除する。

② 保護施設から入院した場合、入院の日から削除する。

   局長通知第７－２－（２）－カ

（問６－30） 結核患者以外の在宅患者加算の取扱い

  結核患者以外の在宅患者であって、現に療養に専念している者については、３

か月以上の治療を必要とし、かつ、保護の実施機関の指定する医師の診断により

栄養の補給を必要と認められる者に、在宅患者加算の認定ができることとなって

いるが、その具体的な認定の方法を示されたい。
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１ 認定基準

(1) 臨床検査成績が下記の項目の１つに該当し、かつ、それ以外の項目の検査成績を勘   
案した結果、栄養の補給が必要と認められた者。

    ァ 血清総蛋白量が６．０Š／Œ未満のもの

    ィ Ａ／Ｇ比が１．０未満のもの。又はアルブミンが３．０Š／Œ未満のもの。

    ゥ 赤血球数が３００万／立方ミリメートル未満のもの。

    ェ 血色素量が１０．０Š／Œ未満のもの。

    ォ ヘマトクリット値が３０％未満のもの。

(2) 腹部、胸部などの大手術の術後、原則として３月以内の患者であって、栄養の補給

が必要と認められるもの。

(3) 臨床検査成績が上記（１）に該当していない場合、又は、その他の栄養状態を示す

検査成績が著しく悪化を示している場合であって、総合的に判断して栄養の補給が必

要と認められるもの。

  なお、この場合、認定の要否について嘱託医の疑義のあるものについては、都本庁に

助言を求めることができる。

２ 認定期間

  結核患者以外の患者に対する在宅患者加算の認定更新は、３月を超えない期間ごとに、

その要否を判断することになる。

  ただし、在宅患者加算認定後１年を経過した場合は、下記３の定めに関わらず、医療

要否意見書の医療を必要とする期間を超えない期間ごとにその要否を判断する。

３ 取扱い方法

  結核患者以外の患者であって、在宅患者加算を必要とするものの要否の判断は、次の

方法により取り扱うこととする。

(1) 併給入院外患者のうちの６月毎の加算の要否については、医療要否意見書徴取時に、

  医療要否意見書により、医療の要否と同時に医療機関から意見を求めた上、判断する

  ものとする。

(2) 併給入院外患者の前記（１）からの３月目の加算の要否については、在宅患者加算検

査報告書により、検査値及び加算の意見のみについて医療機関から報告を求めた上、判

断を行うものとする。

(3) 単身入院患者の加算の要否については３月毎とし、その取扱いは、前記（１）による

ものとする。

(4) 社会保険等の他法により１０割の医療給付を受けている入院外患者の加算の要否に

ついては、局長通知第１１の４に定める検診命令による検診書により判断を行うものと

する。

４ 検査費用

  結核患者以外の患者に対する在宅患者加算の要否のために、医療機関が行った検査の

費用については、医療機関が他の診療報酬とともに生活保護法医療券及び診療報酬明細

書により社会保険診療報酬支払基金へ請求を行うものとする。

  この場合、医療機関は当該検査費用について、診療報酬明細書に「在患検査」と明記

することとする。ただし、前記３の（４）による検診書で行った検査費用については、
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局長通知第１１の４に定める検診命令の項で対処するものとする。

昭和54年10月２日付54民福保第 720号民生局長通知

〈参考〉

在宅患者加算の取扱いにかかわる福祉事務所嘱託医会議（昭和55．10．８開催）の会議

結果について

１ 在宅患者加算の取扱いにかかわる質疑事項（抜粋）

(1)  嘱託医の職務及び在宅患者加算の取扱いについて

    ① 嘱託医の職務と在宅患者加算の取扱い

  （質問） 在宅患者加算を認定するに当たって、嘱託医は、医学的な判断が困難な問

      題についてまで助言・指導等を行う必要がないと思うがどうか。

  （都）  そのとおりである。嘱託医は、純粋医学的な判断を福祉事務所長へ提供す

      る立場にあり、医学的判断になじまないような諸問題の処理については、福

      祉事務所長に委ねられたい。

    ② 結核患者の取扱いについて

  （質問） 結核という病名がついていれば、たとえ治療を要しない陳旧性結核の場合

      でも、加算の対象となり得るか。

  （都）  経過観察中であり、主治医が在宅患者加算の必要性を認めた場合には現行

      では対象にせざるを得ない。ただし、その場合でも、最長６ヶ月ごとの更新

      手続が必要である。

(2)  結核患者以外の患者に対する在宅患者加算の取扱いについて

    ① 認定基準と患者の身長・体重との関係について

  （質問） 在宅患者加算を認定する上で、患者の身長・体重を考慮すべきと思われる

      が、これを採用しなかった理由は何か。

  （都）  身長・体重については、健康者においても個人差があり、身長に比較して

      体重が少ないということが、必ずしも病的状態とは言い切れない。また、身

      長・体重の標準をどこに置くべきか難しい問題がある。

       このように、栄養補給と身長・体重とが必ずしも結びつかない点があり、

      基準として採用されるに至らなかった。

    ② 食事療法と在宅患者加算との関係について

  （質問） 糖尿病や高血圧で、食事療法を必要とする患者は加算の対象となり得るか。

  （都）  在宅患者加算は治療上、健康者が必要とする以上に栄養補給を必要とする

      場合に加算をするものであり、低カロリー食や減塩食のような特に栄養補給

      を目的としない食事療法を必要とする患者は、対象にはならないと考えられ

      る。

       合併症がある場合は、その治療方針に基づいて加算の要否を判断すること

      になる。

       診療報酬上の入院の特別食加算は、調理における手間賃等と解釈されてお

      り、特別食加算即、在宅患者加算とはならないので念のため申し添える。
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    ③ 認定基準の（１）の取扱いについて

  （質問） 臨床検査成績アからオまでの全項目の検査が必ず必要か。病名によっては、

      １つや２つくらいの検査でよいのではないか。

  （都）  必ずしも全項目の検査を実施しなければならないということではない。し

      かし、ここに掲げてある諸検査は、各医療機関において通常の診療過程で一

      般に行われているものであり、適正な加算の認定をする上でできうる限り各

      検査値を検討することが望ましい。

    ④ 認定基準の（３）の取扱いについて

  （質問） 「臨床検査成績が上記（１）に該当しない場合又は、その他の栄養状態を

      示す検査成績が著しく悪化している場合であって…」という表現になってい

      るが、「その他の栄養状態を示す検査」で、基準（１）に列挙されているよ

      うな一般的な検査方法は、具体的にどのようなものか。

  （都）  現状では、基準（１）のような栄養状態を反映する一般的な検査で、基準

      に示せるようなものは見当たらない。

       しかし、そのような検査以外でも、栄養状態を反映する検査成績があれば、

      それを判断に用いることは可能である。

  （質問） 基準（３）は、福祉事務所長（嘱託医）に一種の裁量の余地を持たせたも

      のであると理解してよいか。

  （都）  そのとおりである。その場合、在宅患者加算の要件の範囲内で裁量してい

      ただくことになる。

       なお、保護の実施機関の指定する医師の診断に嘱託医が医学的に納得でき

      ない場合であって、意見調整が困難な場合には、都に協議されたい。

２ 結核患者以外の患者に対する在宅患者加算、認定基準 (3)の取扱い方針について

  認定基準の中で、基準 (3)は、「臨床検査成績が上記 (1)に該当していない場合、又は

その他の栄養状態を示す検査成績が著しく悪化を示している場合であって、総合的に判

断して栄養補給が必要と認められるもの」と規定されているが、具体性に乏しく不明確

な点がある。

  そこで、基準 (3)を都として今後、どのように取り扱うべきかについて、都の提案をも

とに検討協議がなされた結果、次の (2)の方針で取り扱うことの合意がなされた。

(1)  方針についての考え方

結核患者以外の患者に対する在宅患者加算の認定基準は、できうる限り客観的なデー

タを利用して公正な認定を確保しようとするところにある。

  この意味から、基準 (3)は相当部分、基準 (1)に示される病的状態の延長にあると考え

られる。

なお、その他の検査成績により、当該患者につき、栄養補給が必要な場合も想定され

るものである。

(2)  認定基準 (3)の取扱い方針

基準 (3)は、基準 (1)で示されるような一般的な基準として表現できないものを包含して

いるため、これを更に具体的に表現するのは困難であるが、現段階において、本基準の

適用が妥当と考えられる対象患者の例としては、基準 (1)の臨床検査成績で示される病的
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状態を呈しうる消耗性の慢性疾患患者が考えられる。

昭和55年11月13日付55民福保第 882号民生局福祉部保護課長通知

（問６－31） 児童養育加算の認定方法

  児童養育加算は、中学校第３学年終了前の児童の養育にあたる者について行うとさ

れているが、「第１子、第２子、第３子以降」の数え方はどうすればよいか。

  児童養育加算は、中学校第３学年終了前の児童（１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。）について、第１子及び第２子は、３歳に満たない場合は１

５，０００円、３歳以上は１０，０００円、第３子以降は小学校修了前は１５，０００円、

小学校修了後中学校修了前は１０，０００円を算定することとなっている。

１ 算定の基礎となる児童は、同一世帯で保護受給中の以下の者をいう。なお、施設入所

中の児童を除く。（障害者総合支援法施行により、措置から契約による施設入所になっ

た場合も同様である。）

① １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

② ２０歳未満で障害者加算の対象となる者

２ 「第１子、第２子、第３子以降」の数え方は、１に該当した児童のうち、年齢の順に

上から第１子、第２子、第３子以降と数える。

３ それらの者のうち、中学校第３学年終了前の児童が第何子に当たるかによって、加算

の認定額が定まることとなる。

〈具体例〉

ⅰ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者－－－－３人

    １７歳 －－－ 第１子    ×
    １２歳 －－－ 第２子  １０，０００円

     ８歳 －－－ 第３子  １５，０００円

   加算の認定額 ２５，０００円

ⅱ １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者－－－－４人

１０歳 －－－ 第１子  １０，０００円

８歳 －－－ 第２子  １０，０００円

３歳 －－－ 第３子  １５，０００円

０歳 －－－ 第４子  １５，０００円

   加算の認定額 ５０，０００円

４ ３歳に到達した場合の加算額の変更は、出生の日が月の中途である場合は３歳到達日
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の属する月の翌月から加算額を減額するが、月の初日に出生した場合は、出生の日から

３年を経過した日の属する月の翌月から減額する。つまり、いずれの場合も３歳の誕生

日の属する月の翌月から減額する。これは、児童養育加算の認定が児童手当の支給方法

と連動していることによる。

５ 児童養育加算は、年齢改定で１５歳に切り替えた年度の４月１日で当該児童の加算分

を削除することとなるが、児童手当の収入認定変更は８月１日を待って行う必要がある

（局長通知第８－１－（４））。

告示別表第１第２章－６

局長通知第７－２－（２）－ク

課長問答 第７の60

（問６－32） 介護保険料加算の認定

  介護保険料加算（告示別表第１第２章－７）の認定方法について、示されたい。

１ 基本的な取扱い

  介護保険料加算は、介護保険の第一号被保険者であって、介護保険法（平成９年法律

第 123号）第 131条に規定する普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う者

に対して、保険者に対して納付すべき介護保険料の実費を認定することとされている。

保護の実施機関は、認定にあたり、平成12年３月31日付社援第 825号「生活保護法に

よる介護扶助の運営要領について」（以下「介護扶助運営要領」という。）の第３の２

の(1)に定めるところにより、65歳以上の被保険者である被保護者等に関する情報を保険

者に通知し、それにより保険者から保護の実施機関あて通知される第一段階の所得区分

の納期及び納期毎の保険料の額又は納入通知書（写し）に基づき実費を認定する。

  なお、普通徴収の方法が適用されるのは、老齢退職、障害又は死亡を事由とする年金

の支払額が年額１８万円（月額１５，０００円）未満の者、無年金者、年金担保貸付返

済中の者等である。

２ 保護の要否の判定の際の取扱い

  介護保険料の額は、その納期において納付すべき実費を認定することとされているが、

保護の要否判定に際しては、平均的な需要に基づき判定する必要があるため、加入する

保険者の納期にかかわらず、被保護者に適用される第一段階の所得区分の年額保 険料

（年度中途に保護が開始された場合については、保護開始日の属する月から年度末まで

の保険料）を月割して算定した額で行う。

  この場合、要否の判定と程度の決定ではその取扱いが異なるので留意する。

３ 保護の程度の決定の際の取扱い

(1) 賦課期日（４月１日）に被保険者である被保護者の場合
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   実施機関は、保険者から通知される納期毎の保険料の額に基づき、当該納期月にお

  いて納付すべき介護保険料の実費を認定する。

(2) 賦課期日（４月１日）に被保険者であった者が年度中途に保護を開始した場合

   年度中途に被保険者が保護を開始した場合、保護開始日の属する月から第一段階が

  適用されるため、年額保険料が再算定され、再算定後の年額保険料から既支払額（未

  納、既納に関わらず、納期の過ぎた保険料をいう。）を控除した額を、残りの納期回

  数で除して得た額が保護開始日以降の各納期月に賦課されることとなる。保護の実施

  機関は、生活保護の開始決定の連絡を保険者に対して行い、それにより保険者から通

  知されるその者の納期毎の再算定後の保険料の額（納入通知書の写し）に基づき実費

  を認定する。

   ただし、納期月において保険者における年額保険料の再算定及び通知が当該月の加

  算の認定に間に合わない場合には、既に通知されている再算定前の保険料額を認定し、

  次回以降の加算額において調整を行う。

(3) 被保護者が年度中途に被保険者資格を取得した場合

   65歳到達や他市町村からの転入など被保護者が年度中途に被保険者資格を取得した

  場合には、資格取得日の属する月から年度末まで月割賦課した額を残りの納期回数で

  除して得た額が資格取得日以降の各納期月に賦課されることとなる。保護の実施機関

  は、保険者から通知される納期毎の保険料の額（納入通知書の写し）に基づき実費を

  認定する。

平成12年９月14日付12福生保第 707号生活福祉部長通知

平成12年９月１日付社援保第54号厚生省社会・援護局保護課長通知

平成12年９月１日付老介第11号厚生省老人保健福祉局介護保険課長通知

生活と福祉 平成12年９月

介護扶助実施の手引き（平成２８年３月発行） 第三章
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＜計算例 その１＞

１２月８日に保護開始以前の納付書に基づき、７，５００円を保険者に納入し

た者が、１２月２５日に保護を開始した場合

                                                  

    ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

  〇   〇   〇   〇

    

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,250 1,250 1,250 1,250

                                                   12月 8日 保険料納入

                                                   12月25日 保護開始

Ａ：既支払額 7,500 7,500

Ｂ：保険料賦課額 5,000 5,000

Ｃ：保険料加算額     0 2,500

（注）

  １ 既支払額とは未納、既納にかかわらず、納期の過ぎた保険料額をいう。

    ２ 保護開始月の１２月における再算定後の保険料賦課額は５，０００円であるが、

   保護開始前の１２月８日に７，５００円を支払っている。このため、既支払額

   ７，５００円は、１２月の保険料賦課額５，０００円に充当する。さらに、余りの

   金額２，５００円についても、３月納期の保険料賦課額５，０００円に充当する。

    したがって、福祉事務所が認定する保険料加算額は、１２月が０円、３月が

   ２，５００円となる。
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  ＜計算例 その２＞

保険料の納期の月が６月、９月、１２月、３月となっている者が、１１月

１６日に保護開始となった場合

                                                  

    ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

  〇   〇   〇   〇

    

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

                                             11月16日 保護開始

Ａ：既支払額 7,500 7,500

Ｂ：保険料賦課額 4,450 4,300

Ｃ：保険料加算額 4,450 4,300

（注）

  １ 既支払額とは未納、既納にかかわらず、納期の過ぎた保険料額をいう。

    ２ 再算定後の年額保険料

      ＝ 2,500 円 × 7月 ＋ 1,250円 × 5月

      ＝ 23,750 円

    ３ 再算定後の年額保険料 － 既支払額

      ＝ 8,750 円

    ４ 残りの納期の回数は２回

  ５ 8,750 円 / ２  ＝ 4,375 円

        １００円未満を切り捨てると、4,300円 となる。

        また、保護開始後の最初の納期月の金額は、

       8,750 円 － 4,300円 ＝ 4,450 円 となる。

（問６－33） 介護保険料加算と代理納付

  介護保険料加算が計上される被保護者に係る保険料の代理納付の取扱いについ

て示されたい。

１ 代理納付の基本的な考え方

  代理納付とは、生活保護法第３７条の２でいう保護の方法の特例として、介護保険の
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被保険者である被保護者のうち、保険料を普通徴収される者について、保護の実施機関

が、保護費の中から本人に代わって保険料を保険者に納付する制度である。

  介護保険料加算についても他の生活扶助の保護金品と同様に被保護者に交付すること

が基本となるが、保険料の支払いにおける被保護者の利便性の確保を図るとともに、保

険料の滞納を防止する観点から、職権により代理納付することができる。（法定代理納

付）

２ 代理納付を行うことができる場合

  代理納付を行うことができるのは、当該世帯に生活扶助費として、介護保険料加算相

当額以上が支給されている場合である。

  既に代理納付を行っている者について、収入額の変動等により上記の要件を満たさな

くなったときには、その月の分から代理納付を中断することになる。

３ 代理納付の開始又は終了の保険者への通知

  通知方法は保険者との協議による。協議が調えば、介護扶助運営要領の様式第４号の

１の備考欄に「代理納付の有・無」等を記載した通知でも差し支えない。

(1) 開始通知

   保険者は代理納付対象者の納付書を実施機関あてに送付することとされているので、

  保護の実施機関は、代理納付対象者について、代理納付を開始する旨を速やかに文書

  で保険者に通知する。

(2) 終了通知

   代理納付の中止事由（代理納付対象者の属する世帯が保護の停・廃止の処分を受け

  た場合又は生活扶助費として介護保険料加算相当額が支給されなくなる場合等）が生

  じた場合には、保険者は納付書を保険者に送付することとされているので、当該者に

  ついて代理納付を終了する旨を速やかに文書で保険者に通知する。

４ 留意点

(1) 介護保険料加算相当額の取扱い

   福祉事務所長は、代理納付を行う場合、被保護者本人に対し、保険料加算相当額を

除いた額を支給することになる。

(2) 保険料の領収証等の取扱い

   代理納付を行った場合、被保護者本人に領収証又は納付を証明する書類を交付する

  必要があるが、具体的な発行・交付方法は保険者との協議による。

(3) 保険料が還付された場合

   保険料の納期の設定によっては、被保護者本人が死亡した場合等に還付が発生する

  場合も想定される。福祉事務所長は一旦納付した保険料の還付分の受領については被

  保護者本人から委任を受けていないため、保険者から直接受領することはできない。

平成12年９月14日付12福生保第 707号生活福祉部長通知

平成12年９月１日付社援保第54号厚生省社会・援護局保護課長通知（平成18年3月31日社

援保発第0331006号 改正）

平成12年９月１日付老介第11号厚生省老人保健福祉局介護保険課長通知

生活と福祉・平成12年９月  
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３ 臨時的一般生活費

（問６－34） 保育所入所支度費の支給

  保育所入所支度に要する費用については、就労に伴う子の託児費として就労収

入から控除することが認められているが、疾病その他により、就労収入がない場

合に、当該費用を支給することはできるか。

                                                                                
保育所入所支度に要する費用については、本来、次官通知第８－３－（５）その他の必

要経費「イ就労又は求職者支援制度による求職者支援訓練の受講に伴う子の託児費」とし

て、就労収入から控除すべきものである。    
しかし、疾病その他により家庭での保育が困難なため、保育所へ入所させる場合には、

局長通知第７－２の（５）のアの（イ）に定める額の範囲内で、被服費として支給して差

し支えない。

別冊問答集 第７－３９

（参照）問７－21 「保育所等入所支度金の収入認定の取り扱い」

（問６－35） おむつ代の計上方法

  常時失禁状態にある患者等について、おむつ等の費用を計上する場合の手続を

示されたい。

紙おむつ代を計上する場合は、被保護者からの申請書を提出させた上、その要否につき

主治医等の診断を求め、６か月の範囲内で必要と認める期間について計上する。        
主治医等の診断を求める場合の方法は、検診命令による検診結果を記載した書面、医療

要否意見書、電話等による主治医等の意見聴取等必要に応じて適当な方法によるものとす

る。                                                                            
その後の更新は、６か月以内の期間ごとに、上記と同様の手続きを行うこととするが、

被保護者からの申請書の提出は、おむつの計上が継続している場合には、初回限りで足り

るものである。                                                                  
なお、病院訪問又は家庭訪問等の際、事実の確認に留意する。                      
また、救護施設入所者のおむつ代について、やむを得ないと認められるときは、当分の

間、入院患者と同様の要件・手続により計上できることとする。                    
留意点として、おむつと尿取りパットを併用する場合、限度額以内で支給することは可
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能である。             
出産時入院している間の新生児のおむつ代は、出産を控えて新生児のために必要な被服

費（局第７－２（５）ア（エ））として支給（一時扶助）されているので計上できない（出

産後でも４週間以内に保護を開始した場合は新生児衣料費の支給可）。出産後引き続き必

要となるおむつ代は、その新生児に計上される第１類費で賄うべきものとなるので留意す

ること。

（問６－３５－２）  特別な事情における布団代の支給について          

                     

  保護開始時または長期入院・入所後退院した場合及び犯罪等による被害・同一世

帯に属するものからの暴力のために転居する場合以外に布団代を計上できる場合は

あるか。

正常な日常生活を営む能力に欠けている等特別な事情があり（たとえば、常時失禁等

により布団が使用に耐えない等）、現に最低生活の維持に必要不可欠な被服等（布団も含

む）を欠いている場合は、一時扶助の対象たりえる。

  

別冊問答集問７－３６

（問６－36） 家具什器費（暖房器具を除く）の認定基準

  保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない場合

等には、家具什器費を支給できることとなっているが、その際の認定基準につい

て示されたい。

家具什器費の認定に当たっては、次の点に留意のうえ、支給する。

１ 臨時的最低生活費（一時扶助）の基本的な考え方

  被保護者は、経常的な最低生活費の範囲内において、通常予測される生活需要のすべ

てを賄うべきであるが、特別の需要のある者について、最低生活に必要不可欠な物資を

欠いていると認められる場合であって、それらを支給しなければならない事情があると

きに限って、一時扶助は認定されるものである。                                  
２ 家具什器費を認定する場合の特別の需要                     
  局長通知第７の２の（６）のア、イ、ウ、エ、オ（保護開始時、長期入院後の退院等の

場合の単身者、災害、転居、犯罪被害・ＤＶ）のいずれかの場合に該当すること。        
  この他、被保護世帯が世帯分割する場合、簡易宿所からアパートへ転居する場合等も、

上記１の考え方に照らし、真にやむを得ない事情があれば認定することができる。
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３ 認定する家具什器の範囲                                                      
（１）炊事用具、食器、食卓等の居宅における食事のために直接必要な物品          
（２）衣類等の収納具                                                          
（３）照明用具、カーテン等居室に不可欠の物品及び冷房器具                      
（４）清掃、洗濯等のための器具                                                
（５）その他最低生活に直接必要な物品（娯楽用品、消耗品は、対象外。）       

４ 認定する場合の留意点                                                        
（１）最低生活に必要不可欠な物資を欠いているかどうかは、必ず実地に訪問調査のう

えで確認する。                                                            
（２）申請のあった家具什器を支給しなければならない事情があるかどうかは、当該被

保護者の個別の事情を十分に把握・検討のうえで判断しなければならない。      
    保護開始時、長期入院後の退院等の場合の単身者、災害、転居、犯罪被害・ＤＶ

の場合のそれぞれで事情が異なるものであるから、それに応じた家具什器の種類、規

格等を認定する。

   家具什器について品目が限定されるものではないが、必要な物が複数ある場合は、

限度額又は特別基準額を考慮しつつ、必要性の高いものから購入するよう助言する。

  （３）２７，８００円の額により難いと認められるときは、４４，０００円の範囲内にお

いて、支給することができる。また、更にこの限度額を超えて費用を必要とする特別

な事情があると認められるときの取扱いについては、（問１２－１５）の「特別基準

設定に係る情報提供の事務処理要領」を参照されたい。

      （注）下線部分の額（家具什器費（暖房器具を除く））は平成２８年度基準

（問６－36－2） 家具什器費（暖房器具）の認定基準（新設）

  保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない場合

等であって、初めて到来する冬季加算が認定される月において、最低生活に直接

必要な暖房器具の持ち合わせがないときは、暖房器具の購入に要する費用を支給

できることとなっているが、その際の認定基準等について示されたい。

１ 暖房器具の認定基準

  問６－３６の２のいずれかに該当する場合であって、それらに該当した以降、初めて

到来する冬季加算が認定される月において、最低生活に直接必要な暖房器具の持ち合わ

せがないときは、暖房器具の購入に要する費用を支給できることとされている。

２ 計上の時期について

  原則、初めて到来する冬季加算認定月に計上することになる（具体的には、都内の場

合、４～１１月に新規開始等の場合は１１月、１２月～３月に新規開始等の場合は、保

護開始月に計上することになる）。
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３ 特別基準の適用について

  被保護者が居住する「地域の気候条件」や「住宅設備の状況」等により、ＦＦ式又は

煙突式等の暖房器具を購入する必要がある場合などは、暖房器具の購入に要する費用に

ついて、特別基準の設定ができることとされている。

しかし、都内においては、「地域の気候条件」に該当する地域はないと考えられる。

またもう一つの要件「住宅設備の状況」についても、地域の気候条件からＦＦ式等を導

入せざるを得ないケースはないと考える。一方で、家主から建物構造上等の理由からＦ

Ｆ式又は煙突式等以外の暖房器具は認めないとされることもないとはいえないことから、

こうした事例で疑義が生じる場合は、都に照会されたい。

平成２７年１０月１３日付東京都保護課長事務連絡

（問６－37） 入院患者との連絡に要する移送費

  被保護者のいずれかが入院した場合、入院患者との最小限度の連絡に要する移

送費の支給が認められているが、支給する際の留意点について示されたい。

                                                                                
入院患者との連絡に要する移送費については、その必要性（病院からの要請、主治医の

指示等）を確認して計上することを原則とするが、毎月１回の連絡のための移送費（生活

扶助・臨時的一般生活費）は、通常、必要があるものと認め、計上することができる。

なお、計上した場合は、移送費を必要とした事実を確認する。

局長通知 第７－２（７）ア（ク）                                              

（問６－38） 精神科デイケア参加移送費

  保健所等で行われるデイケア参加については、生活扶助の移送費を支給するこ

ととなっているが、診療報酬の対象となるデイケアに参加する場合は医療扶助に

よる移送費を支給するものであるか。

                                                                                
保健所等において精神保健業務として行われる社会復帰相談指導事業等を活用する場合、

局長通知第７－２－（７）－ア－（セ）により、移送費を支給できることとなっている。

この場合の移送費は生活扶助費であるが、医療移送の対象となる病院等が行う場合は医療

扶助運営要領第３－９－（２）－ア又はイにより医療扶助移送費として移送費を支給する

ことになる。ただし、デイケア活動の一環として、ハイキングや見学会等、所（院）外で
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の活動が行われる場合には、医療移送の対象となる病院等が実施する場合においても、生

活扶助による移送費を支給することとなる。                              
なお、ハイキングや見学会等、所（院）外での活動に対する移送費として支給できる内

容は交通費のみであり、参加費、見学料及び入園料等は対象とはならない。また、宿泊を

伴う活動への移送費は認定できない。                                            
医療移送の対象となる医療機関は、関東信越厚生局ホームページに掲載の保険医療機

関・保険薬局の施設基準の届出受理状況「届出受理医療機関名簿」において、下記①～⑥

のいずれかの届出が受理されている医療機関（平成２８年１１月現在）。

（括弧内は「届出受理医療機関名簿」受理番号欄における略称）

①精神科ショート・ケア「大規模なもの」（ショ大）

②精神科ショート・ケア「小規模なもの」（ショ小）

③精神科デイ・ケア「大規模なもの」（デ大）

④精神科デイ・ケア「小規模なもの」（デ小）

⑤精神科ナイト・ケア（ナ）

⑥精神科デイ・ナイト・ケア（デナ）

〈参考〉関東信越厚生局ホームページＵＲＬ

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html

（業務内容＞調査課＞保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用

療養費医療機関一覧）

（問６－39） 依存症を有する者等の宿泊研修会への参加移送費

依存症を有する者等の病状改善や社会復帰を目的とする宿泊研修会に参加する

場合、移送費を認定することができるが、その要件について示されたい。

局長通知第７－２－（７）－（セ）による宿泊研修会参加のための移送費支給の要件は、

参加する対象者の病状改善や社会復帰に効果が期待できると認められる場合であり、次の

いずれをも満たすことが必要である。

① 居宅（施設入所も可）で生活していて、病状改善や社会復帰のための努力をしている

者

② 宿泊研修の日程が２泊３日以内であること

③ 原則として、都内（近隣県についてはやむを得ないときに限り可）で実施されるもの

であること

④ 研修会であって、大会でないこと

⑤ 参加回数が、年間１回までであること
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（注）移送費として認定できる費目は、交通費、宿泊料及び飲食物費であり、これ以外

   の参加費については、認められない。

※なお、参加する対象者の病状改善や社会復帰に効果が期待できると認められるか否かの

判断に当たっては、嘱託医や主治医からの意見を参考にするとともに、当該事業を実施し

ている団体が活動する地域の自治体に協力を求め、活動状況等について聴取するなどによ

り実態を把握すること。

都ブロック会議 平成７年秋、平成９年秋

  生活と福祉 平成１１年５月

別冊問答集問７－５８

（問６－40） 家財保管料

  医療機関に入院している単身の被保護者が、家財を自家以外の場所に保管する

必要があるときは、家財保管料を認定することができることとなっている。

  家財保管料を認定する際の留意点について、示されたい。

１ 家財保管料認定の対象者

医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設等に入院入所している

単身の被保護者で、やむを得ない事情により家財を自家以外の場所に保管してもらう必

要があり、かつそのための経費を他からの援助等で賄うことのできない者。

また、住居を失ったばかりの者が当面の居所として無料低額宿泊所や簡易宿所等を利

用する場合、生活用品等の家財はあるものの保管場所がないケースが見受けられる。今

まで使用していた家財を失う可能性もあり、居宅設定後に生活用品を最初からそろえる

ことにより自立を阻害する場合がある。直近までアパート生活を送っていた者であれば

居宅生活が可能と判断される場合が極めて多いことから、次のように取り扱う。

アパート設定までの一時的居所として利用することを実施機関が認め、かつ短期間に

アパート設定することを援助方針としている場合に限り、無料低額宿泊所や簡易宿所等

（入居できる先がなくビジネスホテル等を利用した場合も含む）を利用する者について

も家財保管料の支給を認める。その場合、保管するものとしては、当該被保護者が一時

的居所として利用する場所に持ち込めない家具什器等とする。

２ 認定額及び期間

入院入所（入院入所後被保護者となったときは、被保護者になったとき）後１年間を

限度として月額１３，０００円以内の額。

実施機関限りで特別基準の設定があったものとして認定することができる。
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明らかに１年以上の入院入所が見込まれる者は除かれる。

３ 住宅費が既に認定されている場合

家財保管料が認定できる期間は１年間であるため、入院入所後既に住宅費が認定され

ている場合は、１２か月から当該住宅費を認定した月数を差し引いた月数の範囲内にお

いて認定する。

（例）

H17.10.15   H17.11.1          H18.5.1        H18.11.1   

  入院        入院変更                住宅扶助削除            家財保管料削除

                                      家財保管料計上          家財処分料認定

局長通知第７－２－(１０)－エ

（問６－41） 家財処分料

  単身の被保護者が当初は６か月間以内の入院の見込みということで、引き続き

家賃を計上していたが、その後、結果として退院の見込みが立たなくなり、家賃

の計上ができなくなった。

  この場合、家財処分料を計上することができるか。

家財処分料については、局長通知第７－２－（１０）－オにおいて、以下のとおり規定

されている。

「借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校又

は社会福祉施設等に入院又は入所し、又は有料老人ホーム若しくはサービス付き高齢者向

け住宅に入居し、入院若しくは入所又は入居見込期間（入院又は入所後に被保護者となっ

たときは、被保護者となった時から）が６か月を超えることにより真に家財の処分が必要

な場合で、敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないも

のについては、家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして認

定して差し支えない。」

家財処分料は、被保護者が入院した当初の時点においても、一定期間家賃を計上した後
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においても、あるいは、一定期間家財保管料を計上した後においても、家財の処分が必要

となったときには計上することができる。なお、家財保管料を必要とする場合、家財の一

部は処分して、その残りを倉庫に預けることにするというように、家財処分料と家財保管

料の両方を同時に計上することも可能である。

複数世帯員がいる場合についても、例えば、老夫婦のみの世帯において、時期を同じく

して施設等に入所し、その後居宅に戻る見込みがない場合や、また、母子世帯において、

母が婦人保護施設等、子が児童施設等にそれぞれ同時に入所するなどして、居宅を明渡す

必要が生じ、家財を処分せざるを得ない場合（ただし家財保管料を計上を認める場合には、

当該期間中を除く）などについても、同様に取扱うこととして差し支えない。

なお、単身の被保護者が死亡した場合の家財の処分費用については、死亡と同時に扶助

を行う対象者が不在となることから、計上することができないものである。

（単身の被保護者が死亡した場合の家財の処分費用と遺留金品の取扱いについては、問

６－89での説明を参照のこと。）

別冊問答集 問７－73
問７－73－2

（問６－41－２） 就労活動促進費の取扱いについて

就労活動促進費の対象者、支給方法等具体的な取扱いを示されたい。

１ 対象者

  早期に就労による保護脱却が可能と実施機関が判断する者（基本方針（※）の２に定

める対象者のうち、現に就労している被保護者及び保護からの早期脱却が可能となる程

度の就労が直ちに困難と見込まれる者を除いた者をいう。）

年齢、雇用形態は問わないものであるが、保護を脱却できる程度の就労を目指すこと

を前提としているため、健康状態、年齢にあった就労の場があるかどうか、一定期間以

上継続して雇用される見込みがあるかなどを確認の上、個別に判断されたい。

なお、保護の脱却が見込まれないアルバイト等の短時間・低収入の就労を目指すもの

は対象とならないが、就労収入以外の収入（年金・手当等）があり、少額の就労収入が

あれば保護の脱却が見込める場合には、短時間・低収入の就労についても対象として差

し支えない。

  また、多人数世帯の場合で、複数の世帯員が就労し、それらの就労収入を合わせると

保護を脱却することが可能と見込まれるときは、それぞれの世帯員を対象として差し支

えない。

（※）基本方針

「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」（平成25年5月16

日付社援発0516第18号厚生労働省社会・援護局長通知）
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２ 支給要件

  局長通知第７－２－(9)－ア－(ｲ)に掲げる活動要件をいずれも満たすこと。

  活動に当たっては、基本方針に定める自立活動確認書（以下「確認書」という。）の

作成を要するものであるため、作成に係る留意事項等は、基本方針を参照のこと。

３ 支給方法

毎月申請を受け、支給前１か月間の求職活動の実績を確認し、原則としてその活動実

績が２の支給要件を満たす場合に限り、次の活動月に要する経費をあらかじめ支給する

ものとする。

  支給対象期間は、原則６か月以内とする。ただし、実施機関が必要と認めた場合には、

３か月以内の支給対象期間を２回まで（最長１年まで）延長できる。早期脱却を目指し

た一定の活動期間における就労活動を支援するものであることから、その連続した活動

期間を支給対象とする。

  この場合、支給要件を満たさずに支給されなかった期間を含めることとし、課長問答

第７の９７にいう傷病等のやむを得ない理由で求職活動を継続することが困難と保護の

実施機関が判断し、支給対象外となった期間を除くものとする。

やむを得ない理由があり支給対象外となった期間については、活動期間及び支給対象

期間が自動的に延長されるということではなく、期間の延長、確認書の見直し又は再度

活動期間を設定するなどの対応を行うこととなる。

４ 具体的な支給方法

＜確認書の活動期間 ４月１日～９月３０日＞

活動報告日・保護費〆日          活動報告日・保護費〆日     就労開始

       ４月活動実績

                ５月活動実績

６月活動実績

             

４月 ５月 ６月

         

５月分支給            ６月分支給

      

(1) 開始月は、活動開始日から報告日までの実績を確認し、当該活動を１か月継続すれ

ば支給要件を満たすことが見込まれる場合に支給要件を満たすものとして支給する。

(2) 月途中から開始した場合であっても、活動開始日から報告日まで、少なくとも10日

間以上の活動実績を確認すること。

(3) 支給後に就労を開始しても当月分の戻入は要しない。   

５ その他

就労活動促進費は、求職活動に必要な交通費や写真代等の経費をまかなうものである
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ため、原則として、求職活動に要する交通費として移送費を別に支給することは認めら

れない。ただし、地域の実情等により、求職活動に必要な交通費等を就労活動促進費で

まかなうことができない場合であって、実施機関が支給する必要があると認める場合は、

就労活動促進費の額を超える費用分について、移送費の支給を行って差し支えない。

局長通知第７－２－(9)

課長問答第７の９２～９７

平成２５年７月１９日付厚生労働省社会・援護局保護課自立支援係長事務連絡

平成２５年８月２日及び８月１４日付都保護課保護係長事務連絡

別冊問答集 問７－１６５～１７２
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４ 教育費

（問６－42） 教育扶助の対象及び支給方法

  教育扶助の対象と支給方法について、示されたい。

  また、他法他施策との関連については、どのようになっているか。

教育扶助は、被保護世帯の子弟の義務教育就学について、経済的な側面から援助するこ

とによって、当該世帯における就学義務の履行及び最低生活保障を行うための制度である。

したがって、対象となる児童の有無及び計上すべき額について適確に把握したうえで、

認定すること。

なお、義務教育課程の就学に係る援助の制度としては、学校教育法第２５条および第４

０条にもとづき市区町村が行う就学援助、「特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭

和２９．６．１法律第１１４号）」による特別支援学校への就学奨励などがある。

上記の就学援助については、適用関係上、生活保護の教育扶助と重複する部分について

は、教育扶助の基準計上を優先することとなる。なお、就学援助の内容は市区町村によっ

て異なり、教育扶助の対象とならない費目（修学旅行費、体験学習費、卒業アルバム費用

など）が就学援助で支給されることがある。それらが被保護者に支給された場合は、課長

問答第８の４０（２）－オ－（イ）に該当するものについては収入認定除外とする。

特別支援学校への就学奨励については、生活保護法第４条第２項に規定する「他の法律

に定める扶助」に該当することから、就学奨励費の支給を優先することになる。この場合

は、教育扶助の基準と比較して不足する部分についてのみ、教育扶助費を計上することと

なる。（但し、生活扶助費の「入学準備金」については、就学奨励費の「新入学児童生徒

学用品・通学用品購入費」よりも支給時期が早いことから、生活扶助費の方を優先させて

適用している。）

なお、生業扶助（高校等就学費）については、『就学扶助』の問答での説明を参照のこ

と。

課長問答・第７の24

（問６－43） 一括交付した教育扶助費の返還

  被保護者が学用品等を購入するために一時に経費を必要とする時は、当該学期

の月数分の範囲内で一括交付が認められているが、一括交付を行った後に保護が

停廃止となった場合は、精算手続をしないものとして取り扱ってよいか。
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一括交付の取扱いは、学用品、通学用品等の需要の実態に配慮したものである。したが

って、一括交付された教育扶助費は保護受給中に消費済みであると考えられる。それゆえ、

一括交付した後、交付に係る期間内に保護の停廃止の処分が行われたとしても、当該交付

した扶助費については、原則として、返還の措置は要しないものである。

なお、他からの移管ケースについては、重複して教育扶助を適用することのないよう注

意する必要がある。

課長問答・第７の23

（問６－44） 私立小・中学校での就学

  世帯員の中に私立小・中学校に就学している者のある世帯から保護申請があっ

た。明らかに保護を適用すべき状況と認められたが、被保護世帯の世帯員が、私

立小・中学校での就学を継続することは認められるか。また、教育扶助基準の認

定はどうなるか。

義務教育については公立学校において修了することができるため、私立小・中学校での

就学は、生活保護法の趣旨及び地域との均衡から、原則として、認められない。ただし、

既に私立小・中学校に就学している者のある世帯から保護の申請があった場合で、当該児

童・生徒が最終学年にある等、直ちに転校させることが適当でないと認められるときには、

その学年末又は学期末までの就学を認めることができる。また、特待生制度や経済的な理

由による減免措置を講じている学校において、これらの制度を活用することにより授業料

等が全額減免される場合であって、引き続き就学することが将来の自立に有効であると認

められる場合には、制度の活用中は就学を認めることができる。

この場合、教育扶助は基準額（一般基準及び特別基準）を計上することとし、学校給食

費及び教材代は、その者の居住する校区の公立学校の基準を限度として必要な額を認定す

る。

また、通学のための交通費については、それが私立小・中学校に通学するために生じる

需要である場合には、認められないものである。

なお、公立学校に転校させることが適当であると認められた場合は転校の助言を行うこ

ととなる。但し、当然ながらその助言に従わないことをもって法第２７条第１項に基づく

文書指示をし、保護の停廃止を行うことはできない。その期間中の教育扶助の認定は、上

記と同様の取扱いとする。

いずれの場合においても、被保護世帯員が私立小・中学校に通学する間は、その就学費

用が何によって賄われることになるかについて、十分な把握を行うこと。

別冊問答集 問７－91
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（問６－45）居住する地域での学校選択制が認められている場合の取扱い

  保護受給中の世帯から、世帯員の就学にあたって、公立の小・中学校について

居住する地域で複数の学校の中から就学先の選択が可能であるが、自宅から最も

近い学校を必ず選択しなければならないか、離れた場所の学校を選択した場合に

は、通学交通費は扶助の対象とならないかという相談があった。

  どのような取扱いを行うべきか、教育扶助費の計上方法と併せて、それぞれ、

示されたい。

昨今、公立学校において地域での学校選択が行える自治体が増えつつある。義務教育に

関する内容、程度及び範囲については、それぞれの法令によって定められているところに

よるものである。地域内のどの公立学校において義務教育課程を修了するかについて、就

学通知等の際、予め選択することができることが明らかであれば、その選択についても教

育の機会均等の実質的内容と理解されるものである。すなわち、被保護世帯の就学児童が

選択の結果、就学する公立学校を決めたのであれば、その学校への就学が現実に認められ

る限り、当該公立学校に就学するために必要な最小限度の費用について、扶助の対象とし

て取扱うべきである。

したがって、通学交通費が必要となる場合については、最も経済的かつ合理的な手段に

よって必要とされる実費を計上して差し支えない。

（問６－46） 公立の中等教育学校での就学

  被保護世帯の世帯員から、公立の中等教育学校に就学したい旨の相談があった。

選考の結果、入学が許可された場合には、就学時に必要な費用について教育扶助

の対象としてよいか。

中等教育学校は、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して行う学校で

前期課程３年が中学校相当、後期課程３年が高等学校相当に区分される６年制の学校であ

る。

公立学校の中等教育学校においては、費用負担について私立中学校での就学の場合のよ

うに地域との均衡についての問題が生じにくいことから、就学を認めて差し支えない。

したがって、義務教育課程にあたる前期課程３年については、教育扶助の対象として、

後期課程３年については、生業扶助（高校等就学費）の支給の対象に含めて検討すること

になる。後期課程３年間については、授業料の減免や他法他施策で利用できる制度を活用

したうえで、生業扶助（高校等就学費）の適用が認められる部分については、申請により

認定された高校等就学費を支給することが可能である。
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（問６－47） 教育扶助の適用年齢

  教育扶助の適用年齢について示されたい。

教育扶助は、原則として、学校教育法により義務教育として課されている満６歳に達し

た日の翌日以降における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わり

までの間の児童・生徒に適用するものである。

ただし、学校教育法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けたため、満15

歳に達した日の属する学年の終わりまでに義務教育が終了しておらず、引き続き中学校又

は特別支援学校の中等部に在学する場合及び海外からの帰国子女が昼間の中学校に在学す

る場合は、その期間中教育扶助を適用することができる。

（問６－48） 夜間中学校に在学する者の取扱い

  夜間中学校に在学する者に対する就学費用の取扱いについて示されたい。

被保護世帯に夜間中学校に在学する者がある場合、その就学費用については次のとおり

取り扱う。

１ 収入を得ている者

  高等学校に就学する者の例（次官通知第８の３の (3)のク）により、当該収入のうち

夜間中学校で就学するために要する費用について収入として認定しないものとして取り

扱う。

２ 収入のない者

  夜間中学校に就学することが自立助長に効果的であると認められる場合に限り、夜間

中学校で就学するための費用として教育扶助を認定することができる。

なお、都内の夜間中学校の入学については、国籍に関係なく、①学齢を超過しているこ

と、②義務教育が未修了であること、③都内に居住(又は在勤)していることの３点が要件

となっている。

都ブロック会議・平成７年春
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５ 住宅費

（問６－49） 公営住宅の共益費及び保証金の取扱い

  公営住宅の共益費は住宅扶助の対象となるか。また、入居に際しての保証金の

取扱いはどうなるか。

公営住宅の共益費は住宅扶助の対象とはならない。

しかし、都営住宅の場合、被保護世帯については共益費（昇降機保守維持費等）が免除

されるので、保護受給証明書を交付して最寄りの東京都住宅供給公社管轄の窓口センター

あて免除申請を行うよう指導する。月末の最終開庁日までに届いたものは、その翌月から

共益費が免除される。ただし、入居世帯の一部が保護費の支給対象外（世帯分離）等の場

合は、共益費の免除が受けられない。

入居に際しての保証金（２か月分）も、免除が受けられるので、上記と併せて指導する。

なお、入居世帯の一部が保護費の支給対象外（世帯分離）等の理由で、保証金の免除が受

けられない場合、敷金の範囲内で支給することができる。

（問６－50）  都営住宅使用料制度

  都営住宅使用料は応能・応益的使用料負担制度となっているが、住宅扶助の基

準計上に当たっての留意点等を示されたい。

１ 都営住宅使用料制度の概要

  都営住宅の使用料は、平成７年１月から使用者の収入に対応し、かつ住宅の応益性を

反映した「応能・応益的使用料負担制度」がとられている。平成10年４月から公営住宅

法の改正により、さらに都営住宅の種類によって公営住宅系、住環境整備系２種類に分

け異なる使用料の算定方法が用いられることになった。都営住宅の大半を占める公営住

宅系住宅については、収入によって本来家賃の対象者、収入超過者、高額所得者に区分

し、それぞれ異なる計算方法を適用する。また平成10年４月の改正では、高齢者・障害

者世帯等の入居収入基準が緩和された。さらに、平成12年９月から収入月額６５，００

０円以下の低所得世帯に対する減免制度が変更された。
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２ 公営住宅系住宅の使用料の決定方法

毎年７月７日まで             

収入報告書の提出   ＊ 全員提出が必要。未提出の場合は、近傍同種の住宅の家賃

              が適用されるので、被保護世帯の入居者が提出を忘れないよ

              う注意する。

  収 入 の 認 定 ＊ 公営住宅法施行令に基づき収入月額を認定する。

使 用 料 の 決 定 ＊ 認定した収入月額に基づき、翌年４月から１年間の使用料

を決定する。収入月額に応じ８区分に分類した上で、本来入

居者、収入超過者、高額所得者に３分類し、それぞれの計算

方法により決定する。（高齢者・障害者等世帯については、

一般世帯より２区分高位の収入分位まで本来入居者の計算

方法が適用される。）また計算には各住宅の応益性を反映

させるための係数が使用される。

翌年２月下旬

    認定通知書の発送

３ 被保護世帯への適用                      

(1) ８区分の内、最も低い区分の使用料が適用される。この計算に基づいて決定された

  使用料が、住宅扶助の特別基準を超える場合は、住宅扶助基準額が使用料とされる。

(2) 新たに保護を開始する者で、上記の使用料への減額を必要とする者は東京都住宅供

  給公社管轄の窓口センターへ「収入再認定請求書」の提出が必要。保護を開始する世

  帯に対しては、開始の時点で保護受給証明書を発行し、これを添付した収入再認定請

  求申請を行うよう指導する。通常、申請した月の翌月から減額後の使用料が適用され

  る。

(3) 毎年６月に収入報告書を提出する場合は以下の点に注意する。

    ① 収入報告書には、「生活保護受給証明書」の添付が必要。

    ② 同一世帯内に世帯分離により保護を受けていない者がいる場合はさらにその者の

   住民税課税（非課税）証明書が必要となる。

    ③ 都市整備局発行の収入報告書に記載されている世帯員と実際に保護を受けている

   者とが一致しない場合は、承継・同居・世帯員変更等の手続きが必要となる場合が

   ある。

(4) 被保護世帯には次の問６－51の場合を除いて、一般減免制度は適用されない。

ただし、保護廃止後に減免・減額申請を行うことは可能である（申請時に生活保護廃

止証明書が必要）。
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（問６－51） 長期入院者の都営住宅使用料

  単身の都営住宅入居者が長期入院し、住宅扶助の計上を停止する場合の扱いは

どうなるか。

  被保護世帯に対しては一般減免は適用されないが、単身又はこれに準ずる世帯の都営住

宅入居者が長期入院し、住宅扶助の計上を停止する場合は、当該住宅扶助の支給停止が解

除されるまでの期間、使用料が免除される。

申請する場合は、本人又は親族等が東京都住宅供給公社管轄の窓口センターに連絡し、

申請用紙を取り寄せて手続きする。免除期間は原則１年間。期間終了前に次回の申請を行

う（申請用紙については東京都住宅供給公社から送付される。）ことによって、免除を継

続することができる。新規申請の場合は、住宅扶助が支給されなくなる月の前月の末日ま

で、現在免除を受けている場合は免除終了月の末日までに東京都住宅供給公社管轄の窓口

センターへ送付する。

（問６－52） 住宅扶助等の代理納付

住宅扶助等の代理納付を行いたいが、どのような点に留意すればよいか示された

い。

  住宅扶助費が本来の目的である住宅の確保のために使用されずに生活費に費消されて

いる状態を放置することは、当該世帯の住宅確保が困難となり、生活の基盤を失ってし

まうことにつながるため、被保護者に代わり福祉事務所が住宅扶助を代理して納付する

ことが法上可能とされている。

しかし、代理納付は住宅扶助を家賃等に的確に充てるためのものであり、的確に納付

を行っている者に対して代理納付を強制するなどの機械的な取扱いを行ってはならない。

以下に具体的な取扱いを示す。

   

１ 代理納付の対象者

  滞納者、代理納付を希望する者及び福祉事務所長が必要と認める者とする。

  家賃の納付が遅滞気味であっても、援助方針上、家賃の納付を自ら行わせる必要があ

ると福祉事務所長が判断した者については、対象としない。

  なお、収入の変動が著しい被保護者は、収入の変動により住宅扶助の充当額が異なる

場合が多いため、家主等とのトラブルが発生するので対象としないことが望ましい。
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２  代理納付の相手先

  住居の賃貸借契約に基づく賃貸人(家主)に限定せず、賃貸人(家主)が家賃等の受領を

委任した不動産会社等も相手先とする。

  民間住宅については、賃貸人(家主)が不動産管理会社等に家屋の管理や家賃の受領を

委託している場合があることから、家賃等の受領を受託した不動産管理会社等も相手先

とする。

３ 代理納付の範囲

  代理納付の対象は住宅扶助費及び被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費等の

経費となる。「共益費等」とは、居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居

住者に応分に負担させる性格のものを指し、共益費、管理費等その名称にかかわらず対

象となる。

  また、過去の滞納家賃については対象とすることができない。

４ その他

①被保護者の個人情報の取扱い

  民間住宅の場合は、賃貸人(家主)等が守秘義務を負っていないため十分な配慮が必要

である。

②廃止等により返納金が生じた場合の取扱い

賃貸人（家主）等に対して停・廃止日以降の日割り家賃等の住宅扶助及び共益費等の生

活扶助の返還を求めること。なお、代理納付の開始時に、その取扱いを賃貸人（家主）等

に対して十分説明すること。

ただし、賃貸借人（家主）等が代理納付された住宅扶助等の返還を拒む正当な理由が

ある場合は福祉事務所長の判断で返還を求めないことができる。

なお、「返還を拒む正当な理由」として、停・廃止後も被保護者が居住を続ける場合

や、被保護者が死亡・失踪したことにより居室の修繕費用を敷金等でまかなえない場合

等が考えられる。

③代理納付により都営住宅入居中の単身被保護者が死亡した場合の日割り家賃の取扱い

都営住宅においても、月の中途で死亡した入居者の日割り分使用料を返還することにな

っている。この返還金は基本的には相続人に支払われるものであるが、相続すべき親族の

いない被保護単身者の場合については、都市整備局から福祉事務所に対して返還されるこ

ととなる。この場合には、地方自治法施行令第159条により返還金を受け入れることとな

る。

平成18年6月13日付18福保生保第291号生活福祉部保護課長通知

平成18年8月14日付生活福祉部保護課長名事務連絡

平成22年11月（後期）ブロック会議・連絡事項

平成26年4月25日社援保発0425第５号厚生労働省社会・援護局保護課長通知
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（問６－53） 都営住宅使用料滞納世帯への対応

  都営住宅使用料を滞納している世帯に対して、どのように対応したらよいか。

住宅扶助費が本来の目的である住宅の確保のために使用されずに生活費に費消されてい

る状態を放置することは、最低生活保障という法の目的から容認することができない。ま

た、当該世帯の住宅確保が困難となり、生活の基盤を失ってしまうこととなるため、滞納

が判明したときには、即座に適正な指導を行う。

１ 使用料滞納世帯の把握

  使用料の支払いについては、口座振替と納入通知書による納付の制度がある。納入通

知書の場合は領収書により、口座振替の場合は預金通帳により納付を確認する。

(1)  保護の開始時には、使用料の支払い状況を必ず確認する。

(2)  継続ケースについては、１年に１回は支払い状況を確認する。

(3)  個別の滞納者については、東京都住宅供給公社の都営滞納整理係、都市整備局指導

管理課より、福祉事務所に納付指導の依頼がある。

２ 使用料滞納世帯への対応

滞納が判明したときは納付指導を行い、その後の納付状況についての確認を行う。また、

代理納付や窓口払いを検討する。

  納付書を紛失した場合の再発行依頼は東京都住宅供給公社管轄の窓口センターへ、ま

た滞納金の支払いについての相談は東京都住宅供給公社の都営滞納整理係にするよう助

言する。

３ 住宅使用許可取消し世帯への対応

  住宅使用料の滞納が続くと、建物明渡等請求訴訟や和解不履行の結果、強制的に退去

させられることになる。住宅の使用許可を取り消されたり、建物明渡等請求訴訟を提起

された場合の相談は、以下の問い合わせ先へする。

  都市整備局問い合わせ先（都庁代表０３－５３２１－１１１１）

  都営住宅経営部指導管理課 収納計画担当 内線３１－５４３

住宅使用料の滞納により、都市整備局より住宅の使用許可の取消し・明け渡し請求訴訟

を提起された者については、次のとおり対応する。

(1)  住宅扶助の計上について

   住宅の使用許可の取消し・明け渡し請求訴訟を提起された者については、使用許可

の取消し日以後は、原則として、住宅扶助の計上は停止する。

(2) 和解した場合の取扱い

   和解した場合は、住宅扶助を停止していた期間について、遡及可能な範囲（前々月
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１日まで）で住宅扶助を計上する。なお、和解後の分割金の支払い状況について、把

握しておく。

(3) その他

  家賃滞納を理由に転居した世帯に対しては、転居後の住宅扶助の取扱いについて、

十分注意を払う必要がある。

    

昭和60年４月26日付60福福保第138号福祉局福祉部長通知

（問６－54） 転居後に係る住宅費の取扱い

  被保護世帯が転居し実施機関の変更を伴う場合、転居後の住宅費は新旧いずれ

の実施機関が支給すべきか。

転居後の家賃・間代については、契約と同時に家主から家賃・間代の支払いを求められ

る実態を勘案して、転居前の実施機関が支給することとして差し支えない。

この場合、転居前の実施機関が支給できる家賃の範囲は、転居当月の旧家賃（１か月分

以内）＋転居先当月日割り分家賃（１か月分以内）＋転居先翌月分家賃（１か月分）まで

支給できる。

  この場合、転居後の実施機関と連携をとり、重複支給のないよう留意する。住宅扶助費は

本来、当該月分を他の扶助と併せて計上するものであるから、契約時に前家賃として、入

居翌月分を敷金等と同時に支給した場合は、翌月１日付で住宅扶助基準を一旦削除し、翌々

月１日に再計上することになる。

なお、この取扱いは、都内の実施機関相互においてのみ、適用するものである。

(例）６月２０日契約の場合

   転居前実施機関：６／１  転居前家賃（１か月分以内）支給

           ６／２０ 敷金等と転居先家賃（６月日割り分）       

          ＋（７月１か月分）支給

      転居後実施機関：７／１  住宅扶助は計上を要しない。

                      ８／１   住宅扶助計上支給
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（問６－55） 特別基準額（１．３～１．８倍額）の適用

  障害者や高齢者等で特別な事情がある場合、又は、地域の住宅事情から特別基準

額が認められることがあるが、この取扱いを行うに当たっての留意点を示されたい。

１ 住宅扶助の特別基準

  住宅扶助は、告示別表第３の２により、都道府県別に厚生労働大臣が世帯人員別の住

宅扶助の限度額（以下「世帯人員別限度額」という。）を定めている。また、局長通知

第７－４－(1)－オにより世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認め

られるものについては、世帯人員別限度額のうち世帯人員が１人の場合の限度額に１．

３～１．８を乗じて得た額（以下「特別基準額」という。）を認定して差し支えないこ

ととされている。

  課長問答第７の５６によれば、「世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得

ないと認められるもの」が認められる場合の取扱いも示されている。

(1) 「老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合」とは

例としては、永年の生活環境を喪失することが本人に心理的肉体的に回復しがたい

  打撃を与える等の理由から転居の指導が困難な者が挙げられる（単に転居後も利用可

  能な地域の支援（介護・障害福祉サービス等）を受けて生活しているとの理由のみの

  場合は除かれる。）。

老人等の中には、高齢者以外に身体障害者、知的障害者、精神障害者等も含まれる

  が、障害を理由とする場合には、「現在の住居が、障害を抱えることによって生じる

  特別な事情に配慮されたものであり、転居することで従前と同等の生活環境の確保が

  困難な場合」に限ること。ただし、従前の住居からの転居が困難であったとしても、

  当該住宅に特別基準額を超える家賃を容認する趣旨ではないことに留意する。

(2) 「車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする場合」とは

車椅子使用のため、通常よりも広いスペースを必要とする場合やスロープ等の特別

  な設備の備わった住居を必要とする場合をいう。このほか、障害者用のベッドの設置

  や介護のための室内浴槽の搬入搬出等のために通常よりも広いスペースを必要とする

  場合も含まれるが、あくまでも室料としての家賃について特別基準額を認めるのであ

  って、当該設備の設置や維持管理費用を含めた特別基準額の設定を容認するものでは

  ない。

なお、心身の状況から、公衆浴場等の利用が困難なため、室内に入浴設備を必要とす

る場合に地域の住宅事情から、特別基準額を認めることがやむを得ない場合についても、

この区分による特別基準額の設定があったものとして取り扱って差し支えない。

(3) 「地域の住宅事情から限度額の範囲内ではどうしても対応できない場合」とは

地域において世帯人員別限度額の範囲内では賃貸物件を確保することが極めて困難

である場合に限る。地域の住宅事情を理由として特別基準額の適用の可否を判断するの

は、当該地域の実施機関である。この区分により、特別基準額の適用を行おうとする場

合には、住宅扶助を必要とする被保護者の状況を個々に判断するのではなく、当該地域
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を管轄する実施機関が、地域の住宅事情を的確に把握して、管内の被保護世帯に対して、

統一的な適用基準を用いることが必要である。この点が上記(2)のなお書の事例と異な

るので十分留意すべきこと。（(2)の場合には、住宅設備の程度（入浴設備等の有無）

の必要性についての判断は被保護者の状況によって判定されるとともに、当該住宅設備

を備える物件の確保にあたっての困難性については、地域の住宅事情によるものである

から、当該地域の実施機関の判断によって判定されることになる。）

２ 特別基準額を認める場合の留意点

(1) 実施機関ごとに異なる適用基準が認められる場合と認められない場合

都内における住宅事情は各実施機関の管内ごとにそれぞれ異なっていることから、地

域の住宅事情（１の(3)の場合）により特別基準額を認める場合は、当該地域内の実状

を踏まえて、それぞれの実施機関の判断で定めることが可能である。

   一方、高齢及び障害を理由とする特別な事情によって特別基準額の適用を認める際

（１の(1)及び(2)の場合）には、当該事情のある世帯についての対応は、基本的にす

べての実施機関において同一に適用されなければならない。

   ただし、１の(2)の場合において、必要な住宅設備を備える物件の確保に当たっての

困難性の評価は、当該住宅の存する地域を管轄する実施機関の判断によらざるを得な

いため、ケース移管に際しては、次の点についても併せて留意すべきである。

(2) ケース移管に際しての注意

   被保護世帯の転居にともないケース移管が必要となる場合には、住宅扶助の限度額

の取扱い方針について、事前に転出先の実施機関と十分に連携を図りつつ、円滑な事務

処理が行えるように留意すること。特別な事情のない世帯（１の(1)及び(2)の場合に当

たらない世帯）の移管に際しては、移管先の実施機関における１の(3)（当該地域の住

宅事情）による特別基準額の適用基準がない場合には、世帯人員別限度額を超える家賃

の住宅への転居指導は行うべきではない（ここでいう転居指導とは、転居時に敷金等の

一時扶助を積極給付して福祉事務所の指導により転居をさせることをいう。）。

   現在、都内の一部地域において、特別な事情のない世帯（１の(1)及び(2)に該当し

ない世帯）に対しても、特別基準額を適用している実施機関と、そうでない実施機関

とがある。

    それぞれの保護の実施機関は、管内の住宅事情の実態を的確に把握した上で、住宅扶

助の基準の適用についての方針を定め、管内の被保護者に対して、住宅扶助基準の適用

における公平性・統一性を保持する必要がある。

   したがって、ケース移管に際しては、移管先の実施機関における１の(3)（当該地域

の住宅事情）による特別基準額の適用基準を尊重しなければならない（当該「地域の

住宅事情」を把握し、適用の基準を定めるのはあくまでも当該地域を管轄する実施機

関であることに十分留意されたい。）。

   また、１の(2)の場合において、必要な住宅設備を備える物件の確保に当たっての困

難性を理由に特別基準額を適用する場合には、必要条件を満たす物件の確保に当たっ

て特別基準額の設定がやむを得ない旨の判定は、当該住宅の存する地域を管轄する実

施機関が実態を適確に把握した上で、公平に行うべきこと。
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(3) 住居の確保に困難が伴う世帯の取扱い

   住居の確保に困難が伴う世帯（１の(2)の必要な住宅設備を備える物件の確保に困難

がある場合を除く。）の場合には、障害等により特別な住宅需要がある世帯の場合と

はみなされないので、特別基準額を認めるのは、当該地域の一般的な物件の住宅事情

による場合に限られる。

   例えば、高齢のいる世帯、精神的疾患を持つ者のいる世帯などについて、特別基準

額を認める場合の根拠は、あくまでも地域の家賃水準からして世帯人員別限度額の範

囲内ではどうしても対応できない（見つからない）場合に限られる。

   このような世帯員がいる場合の世帯が転居により管外に転出する場合には、転出元

の実施機関は自身の判断のみで特別基準額を認定するのではなく、転出先の実施機関

と十分に協議した上で、特別基準額の認定を行う必要がある。

   また、１の(2)の必要な住宅設備を備える物件の確保に困難がある場合であっても、

実際に必要な（入浴設備等の）住宅設備を備える物件の確保に関する地域の住宅事情

を踏まえて、事前に転出先の実施機関と十分な協議の上、特別基準額の認定を行うこ

とが求められるので、留意すること。

（問６－56）  基準額を超える家賃の住宅に居住する世帯からの保護申請

住宅扶助基準額を越える家賃の住宅に居住する世帯から保護の申請があった場合

の取扱いについて示されたい。

１ 取扱い

（１）基準額を超える家賃の住宅に居住している世帯から保護の申請があった場合は、

保護開始と同時に、履行期限を定めて転居指導を行うことになる。この場合の基準

額は、その世帯に適用される住宅扶助の限度額となる。

（２）要否判定は、その世帯に適用される住宅扶助の限度額により行う。なお、局長通

知第７－４－(1)－オによる特別基準額の適用及び単身世帯において床面積別の住

宅扶助の限度額により実家賃を下回る住宅扶助の適用を受ける場合においては限度

額通知（※）１（２）ただし書に該当するか否かについても検討すること。

２ その他

保護の要件を満たす限り、実家賃が住宅扶助基準を超えることをもって、保護申請を

却下することはできないものである。

３ 「問６－５６(生活保護運用事例集２０１３)」により平成２７年６月まで特別基準

額（１．３倍額）を適用していた場合

   限度額通知３（２）に該当する場合は、平成２７年６月まで適用していた住宅扶助
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の基準額を、福祉事務所が行っている転居に係る指導において設定した期限（平成２

８年６月までに限る。）までの間（ただし、当該世帯の住居等に係る賃貸借契約等に

おいて、契約期間及び契約の更新に関する定めがある場合であって、当該設定した期

限までの間に契約期間の満了日が到来するときは、当該満了日の属する月までの間）、

適用して差し支えない。該当しない場合は、その世帯に適用される住宅扶助の限度額

を平成２７年７月分から適用することとなる。

（※）限度額通知

「生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助（家賃・

間代等）の限度額の設定について」（平成２７年４月１４日付社援発０４１４第９号

厚生労働省社会・援護局長通知）

（問６－57）  基準額を超える家賃の住宅に居住している世帯の転居指導

       

  住宅扶助基準額を超える家賃の住宅に居住している被保護世帯に対する転居指導

について、具体的に示されたい。

基準額を超える家賃の住宅に居住している世帯は、原則として、転居指導の対象となる

ことから、転居指導について検討を行い、検討の結果、転居指導を行うことになった場合

には、速やかに行うことが望ましい。しかしながら、実際家賃が少額の基準超過に過ぎな

い場合については、転居指導を行うその他の合理的な理由を必要とする。すなわち転居費

用の扶助額と比較考量した場合に著しく均衡を欠くような効果しか得られない場合には、

転居指導そのものを当面の間、留保することも考えられる。

合理的な理由に基づく転居指導に従わないことをもって、保護を停廃止する場合には、

①当該住宅が地域との均衡を著しく失していることによって、適正な水準の保護が実施で

きない客観的な根拠の明示を必要とし、さらに、②事前に適切な指導指示を十分に行って

いること、③弁明の機会の提供等、適正な手続が行われていることが前提となる。

保護の停廃止によらず、住宅扶助のみを計上しないという、変更の不利益処分を行う場

合には当該物件に居住を続けることにより、最低生活費を下回る生活を余儀なくされ、保

護の目的が達成できない旨を被保護者に十分周知したうえで、なお再三の転宅指導に従わ

ない場合に所定の手続きを経て行うこととなる。

また、被保護者自らの努力で転居先の確保が困難である場合には、被保護者の求めがあ

れば、法２７条の２に基づき相談に応じ必要な助言を行うことについても検討すべきであ

ろう。

なお、一般に、保護の要件を満たす限り、単に実家賃が住宅扶助基準を超えることのみ

をもって、直ちに保護を停廃止することはできないものであるので、転居指導にあたって

は十分留意すること。
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（問６－58）  単身入院患者の退院時における住宅確保のための住宅費

  単身の入院患者が退院前に住宅を確保する必要がある場合の住宅扶助の取扱い

について、示されたい。

保護受給中の単身者が月の中途で退院する場合において、日割り計算による家賃・間代

の額を超えて家賃・間代を必要とするときは、１か月分の家賃・間代の基準額の範囲内で

必要な額を計上して差し支えないこととされている。

これは、退院時に居宅がない場合に、退院と同時に入居する住宅を確保しておく必要が

ある一方で、地域事情によっては、居宅の選定、賃貸借契約、電気・ガス・水道等の契約、

居室内での生活準備に一定の時間を要することから、予め入居前に支払わざるを得ない日

割り家賃等の需要に備えるために、特別に基準計上が認められるものである。

具体的には、退院する月において、当該月の前月分の家賃・間代を必要とするときは、

退院する日以前１か月を限度として１か月分の家賃・間代の基準額の範囲内で必要な額を

日割り計算により計上して差し支えない。なお、この場合には、以下の点に留意する。

１ 「退院する日以前１か月」とは、実際の退院（予定）日から起算して１か月の範囲内

である。

２ この住宅費に係る実施責任は、入院中の被保護者に対して保護の実施責任を負う実施

機関である。

３ 支給対象となる住宅費は、前月分の家賃・間代（日割り分）と当該月分（退院の月１

か月分）までとし、決定調書上はそれぞれ別に計上する。

局長通知第７－４－（１）－エ－（イ）

（問６－59） 敷金等の額

    東京都内で転居する場合に支給できる敷金等の限度額はいくらか。

  東京都内で転居する場合で敷金等の支給要件に該当する場合には、都内の敷金等の料金

の実態から厚生労働大臣が特別基準を別に定めており、住宅扶助基準の特別基準額の４倍

額の範囲内において必要な額を支給することができる。

  敷金等の支給限度額は、実際に契約する家賃月額に４を乗じて得た額ではなく、上記の

限度額の範囲内で必要な額を支給することができる。

  なお、都外に転居する場合は、転居先の福祉事務所に転居先地域における限度額を確認
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する必要がある。

  局第７－４－（１）－カ

  平成４年４月15日付４福福保第42号福祉局福祉部長通知

（問６－５９－２）  保護開始時の敷金支給

  ホームレス状態の者が、保護申請と同時にアパート生活を希望した場合の取り

扱いを示されたい。

保護開始時に、安定した住居のない要保護者がアパート生活を希望した場合は、住宅扶

助の敷金等について申請書の提出を求める。

実施機関は、申請者の生活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況等を聞き取り、

別冊問答集問７－１０７に示されている判断の視点等に基づいて居宅生活ができると判断

した場合は、具体的な希望物件について不動産業者の作成した契約時に必要となる金額の

見積書等の提出を受け、敷金等を支給する。このように、保護開始決定と同時に敷金等の

支給が可能とされている。

居宅生活が困難と判断した場合は、保護の開始申請とは別個に敷金等の申請に対する却

下処分を行うが、却下通知書に居宅生活が困難と判断した理由を個別具体的に記載する。

また、安定した住居のない要保護者とは、ホームレス状態の者に限らず、ＤＶ被害者等

現在の住居から転居が必要な状態の者も含む。

なお、ホームレス状態の者からの申請に基づき、保護を開始する場合には、敷金を支給

するか否かに関わらず、一時的な居所の確保が必要となるので、無料低額宿泊所等を紹介

する。無料低額宿泊所等の利用が困難な場合には、安価な簡易宿所やビジネスホテル等の

短期間利用も検討する。

局第７－４－（１）－キ

別冊問答集問７－１０７

（問６－60） 契約更新料

  アパートに住んでいる被保護者が賃貸借契約の更新に際し、契約更新料を請求

された。この契約更新料を認定する場合の留意点について示されたい。
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住宅扶助の家賃・間代が認定されている被保護者が、借家・借間の賃貸借契約の更新に

際し、契約更新料を必要とする場合は、住宅扶助基準の特別基準額の１．５倍額の範囲内

において必要な額を支給する。

この契約更新料を認定する場合は、以下の点に留意する。

１ 契約更新料の範囲

  契約更新料に契約更新手数料、火災保険料及び保証人がいない場合の保証料を加えた

範囲までを対象とする。火災保険料については、借家人賠償責任保険特約付家財保険料

や同特約以外に個人賠償責任又は修理費用等、対外的な賠償責任又は費用負担を保障す

る旨の特約がついている家財保険料であって、契約等の際加入が義務付けられているも

のは、保険契約の本体部分（家財保険料）及び特約部分とも支給対象となる。一方、支

給対象となる特約がない家財保険料、地震保険、安否確認等専ら保険加入者の生命・財

産のみを保障する内容の特約部分については、支給対象とならない。なお、支給対象と

なる部分とならない部分とが一体となっており、内訳を算出することが困難な場合は、

保険料全額を支給することもやむを得ない。

  また、更新料そのものには消費税がかからないが、仲介業務の手数料には、消費税が

かかる。従って、手数料がある場合は、消費税を含めて２の基準額の範囲内で支給する

ことになる。

  

２ 住宅扶助基準の特別基準額の１．５倍額

  住宅扶助基準の特別基準額の１．５倍額とは、局長通知第７－４－(1)－オに定める額

（以下「オに定める額」という。）の１．５倍額をいう。実施要領上はオに定める額と

なっているが、都内の実態から厚生労働大臣が１．５倍額を認めているものである。実

家賃がオに定める額を下回っていても、契約更新料は、この限度額まで支給できる。

  また、床面積別の住宅扶助の限度額を適用している世帯であっても、契約更新料等に

ついては世帯人員別の住宅扶助の限度額を適用している世帯と同様の取扱いとなる。

なお、平成２７年７月１日からの住宅扶助基準の改正に伴い、経過措置を適用している

世帯については、改正前の旧基準の契約更新料（※）を適用すること。

（※）旧基準の契約更新料

３ 住宅扶助の限度額と契約更新料の支給額との関係について

  住宅扶助基準限度額を超えた家賃の住宅に居住している者から契約更新料の申請があ

った場合、原則として支給は認められないが、やむを得ず更新を認める場合は、以下の

とおり算定すること。

○ 契約更新料本体の額がオに定める額以下の場合は、実額を計上する。（例１）

○ 契約更新料本体の額がオに定める額を超える場合は、実家賃と当該契約更新料本

体の額との比較により支給額を定める。（例２）

○ 手数料、火災保険料、保証人料等は実額を計上する。

級地 １～６人世帯 ７人世帯以上

１・２級地 １０４，７００円以内 １２５，７００円以内

３級地 ７９，８００円以内 ９５，７００円以内
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例１）家賃 80,000 円のアパートに居住の単身世帯（１級地の１）。40,000 円の契約更新料

と 10,800 円の手数料、20,000 円の火災保険料を請求された場合

  →【契約更新料】請求額が 69,800 円以下のため、実額を計上する（40,000 円）

   【その他】手数料 10,800 円 火災保険料 20,000 円

   【支給額】上記計70,800円を支給する。

例２）家賃 80,000 円のアパートに居住の単身世帯（１級地の１）。100,000 円の契約更新

料と 5,400 円の手数料、10,000 円の火災保険料を請求された場合

  →【契約更新料】80,000 円：100,000 円＝69,800 円：Ｘ Ｘ＝87,250 円

   【その他】手数料 5,400 円 火災保険料 10,000 円

   【支給額】上記計 102,650 円を支給する。

４ 支払いの確認

  更新料の認定に当たっては、賃貸借契約書等で必要な更新料の額を確認するなどして、

実際の需要額を把握した上で、慎重に審査し、その内容（実需要額及び扶助決定額）を

記録すること。

  支給後は、領収書（写）を徴する等して、支払いを確認する。

５ 都住宅供給公社の賃貸住宅では、保証料が毎月発生する場合がある。この場合、供給

公社の契約期間が１年間であることから、

① 当初の入居契約から１年間は支給済の敷金等との合計額が局長通知第７－４－(1)

－オの４倍額に達するまでは、敷金等として毎月支給して差し支えない。

② 以降、１年間の期間ごとの保証料の累計が局長通知第７－４－(1)－オの１．５倍額

に達するまでは、契約更新料等として毎月支給して差し支えない。

局長通知第７－４－ (1)－キ

平成２１年３月２３日付事務連絡

（問６－60－２）障害者グループホーム利用者に対する住宅扶助の取扱い      

               

グループホーム利用の際の、国の補足給付制度（特定障害者特別給付費）と、都要

領の施設借上費・家賃助成、及び住宅扶助の取扱いについて示されたい。

  平成２３年１０月１日施行の国制度により、障害者グループホームの利用者に対して、

国制度の特定障害者特別給付費（補足給付・月額 10,000 円）が支給されている。支払方

法は、原則国保連を通して当該施設へ支払う方法により行われる（法定代理受領）。

    住宅扶助として計上する額については、補足給付の額（10,000円）と合計して、生活

保護法による保護基準別表第３の２に基づき厚生労働大臣が定める住宅扶助の限度額

（以下「住宅扶助限度額」という。）の範囲内の額となる必要がある。



- 172 -

１ 知的障害者、身体障害者又は難病患者等の場合

補足給付と都要領に定める家賃助成を合わせた額は、被保護者の場合、収入要件によ

り月額 24,000 円になる。

（１）家賃助成が施設に支給される場合

  家賃の額から、補足給付と家賃助成を差し引いた額を、住宅扶助として計上する。

（例）家賃 40,000 円－補足給付 10,000 円－家賃助成 14,000 円＝住宅扶助 16,000 円

（２）家賃助成が本人に支給される場合

   家賃から補足給付を控除した額を住宅扶助として計上し、家賃助成を収入として認

定する。

  （例）家賃 40,000 円－補足給付 10,000 円＝住宅扶助 30,000 円

             収入認定額（家賃助成）＝ 14,000 円     

（３）家賃助成が対象外で支給されない場合

（区市要綱により、生活保護受給世帯は家賃助成の対象外とされている場合）

家賃から補足給付を控除した額を、住宅扶助として計上する。

  （例）家賃 40,000 円－補足給付 10,000 円＝住宅扶助 30,000 円

２ 精神障害者の場合

都要領に定める施設借上費は、補足給付と合わせて利用者一人当たり月額 69,800 円を

上限として施設に支給されるものである（被保護者の場合、家賃から住宅扶助限度額を

控除した後に、自己負担額が生じる場合にその額が施設借上費となる）。

（１）月額家賃が住宅扶助限度額の範囲内の額の場合（施設借上費の支給なし）

家賃から補足給付を控除した額を住宅扶助として計上する。

    

①１級地で住宅扶助限度額（単身）53,700 円を適用する場合（地域）

（例）家賃 53,700 円－補足給付 10,000 円＝住宅扶助 43,700 円

②１級地で住宅扶助限度額（単身）69,800 円を適用する場合（地域）

（例）家賃 69,800 円－補足給付 10,000 円＝住宅扶助 59,800 円

（２）月額家賃が住宅扶助限度額の範囲を超える額の場合（施設借上費の支給あり）

家賃から補足給付を控除し、住宅扶助を計上した上で、家賃との差額が施設借上費

として支給される。

①１級地で住宅扶助限度額（単身）53,700 円を適用する場合（地域）

（例）住宅扶助限度額 53,700 円－補足給付 10,000 円= 住宅扶助 43,700 円

家賃 69,800 円－補足給付 10,000 円－住宅扶助 43,700 円＝施設借上費 16,100 円

     ②1級地で住宅扶助限度額（単身）69,800 円を適用する場合（地域）

（例）住宅扶助限度額 69,800 円－補足給付 10,000 円= 住宅扶助 59,800 円

家賃 80,000 円－補足給付 10,000 円－住宅扶助 59,800 円＝施設借上費 10,200 円

３ 留意事項

（１）住宅扶助限度額の適用について、世帯人員別の限度額（1.0 倍額）又は特別基準額

（1.3 倍額）を適用する地域については、地域の住宅事情等から福祉事務所が判断す

るものである。

また、世帯人員別の限度額（1.0倍額）を適用している地域であっても、グループホ
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ーム設置における事情により、特別基準額（1.3倍額）の適用が必要であるとグループ

ホーム所在地を管轄する福祉事務所が判断する場合には、特別基準額を適用して差し

支えない。

なお、管外のグループホームを利用する場合は、グループホーム所在地を管轄する

福祉事務所へ住宅扶助限度額を確認すること。

（２）被保護者が利用するグループホームの家賃、補足給付、家賃助成（知的・身体障害、

難病患者等の場合）、施設借上費（精神障害の場合）の状況については、障害福祉所管

部署との連携及び施設設置事業者との連絡、障害福祉サービス受給者証にある補足給

付の支給決定額等により確認すること。

（３）グループホームの住宅扶助及び更新料に、共用部分の室料や更新料を含めて支給す

ることはできない。

（４）グループホーム入居者が、建物所有者とグループホームとの間の賃貸借契約の更新

料の負担を求められることがある。この場合、入居者とグループホームとの間の利用

契約において、当該更新料の負担について明記されていれば、利用契約期間の更新時

期とは異なっても、更新料を支給して差し支えない。ただし、入居者の居室の更新料

と重ねての支給はできない。

    平成２８年１１月９日付２８福保生保第５３３号生活福祉部保護課長通知

（問６－61）  住宅維持費の年額の認定方法

  住宅維持費の年額は、初めて住宅維持費を認定されたときから将来に向かっ

て１か年以内をいうものとされているが、その具体的認定方法を示されたい。

住宅維持費は、１年間にその限度額の範囲内で支給できるものであり、支給の回数に特

段の制限はない。

１年間の起算点は、保護開始後、初めて住宅維持費を認定した月からであり、その月か

ら数えて12か間までが１年間となる。

この１年間の期間経過後は、満了の月以後初めて認定した月から12か月となり、以後、

その期間が経過するごとに順次同様に１年間の期間をとらえていく。

なお、当該１年間において、再度住宅維持費を認定する必要がある場合で、既に認定し

た住宅維持費の額を合算して一般基準の額を超えるときは、１．５倍の範囲内で特別基準

の設定を行うことができる。

局長通知第７－４－ (2)

別冊問答 問７－１１８
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（問６－61-2）  住宅維持費と家具什器費との区分

換気扇やガスコンロ等、住宅維持費と家具什器費との区分が微妙な経費の判断

基準を示されたい。

１ 考え方

（１） 住宅維持費

家屋本体又は家屋の従属物の修理、補修その他維持に要する経費で、住居として

の機能を維持するのに不可欠の費用。

網戸設置費用(課長問答第7の62)は、居室内への昆虫等の侵入防止、ひいては住居

としての機能の維持が目的なので、住宅維持費の支給対象となっている。同様に、

換気扇も住居としての機能の維持につながるので、住宅維持費に分類される。

（２） 家具什器費

住居としての機能の維持とは直接の関係はないが、最低生活に直接必要で、生活

の利便性を向上させる物品の購入経費。

ガスコンロ(ガステーブル)は、住居としての機能の維持が目的ではないが、生活

の利便性向上につながるので、家具什器費に分類される。

また、家具什器が破損した場合の修理費用は、住宅維持費の対象とならない。

２ 例示

（１） 住宅維持費に分類されるもの

換気扇

風呂釜(風呂用給湯器含む)

給排水管設置の洗面台

＊課長問答第7の38「便所の設置」の「便器」と同じ扱い。

（２） 家具什器費に分類されるもの

キッチン湯沸器、据付ガスヒーター、冷暖房機(エアコン)

（問６－62） 家屋補修と家主の修繕義務

  住宅維持費を認定するに当たって、家屋補修と家主の修繕義務について示され

たい。

被保護者が賃貸住宅に住む場合、民法第 606条第１項の規定により家主（貸主）が当該

住宅の維持・修繕義務を負っているため、原則として、住宅維持費の対象とはならない。
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ただし、借家人がその義務を負う旨、賃貸借契約上で明示してある場合は、住宅維持費

を支給して差し支えない。

また、老朽家屋や建具が古いため低額な家賃の住宅については、必ずしも家主に補修義

務を課すことができない場合もあるので、このような場合は借家人が家主の同意を得て補

修を行うものについては住宅維持費を支給して差し支えない。

母子生活支援施設、公立公営住宅等で老朽化により家屋補修が必要な場合は、原則的に

公費で賄うべきである。ただし、入居者本人の責任により補修が必要になった場合は個人

負担となるので、個々の事例により判断し支給する。

住宅維持費は、被保護者がその住宅に居住することを前提として支給されるものである。

民間住宅、公立公営住宅を問わず、転居時の原状回復費用に敷金等を充当しても不足する

場合に、不足分を住宅維持費で支給することは認められない。

ただし、契約時に敷金を支払っておらず、原状回復の特約がある場合等に限り、支給で

きる。

別冊問答 問７－１１７

（問６－６２－２） 安否確認のため玄関や窓を破壊した場合の住宅維持費

         

  近隣等からの通報により被保護者の生死の安否確認を行う必要があり、家主や

不動産管理会社の同意なく、警察官立会いの上、玄関や窓を破壊した場合、住宅

維持費の支給は可能か。

被保護者の不慮の事故、病気等により緊急に安否確認を行う必要があったと認められ

る場合は、家主(貸主)に補修義務を課すことができないと考えられるため、住宅維持費

を支給して差し支えない。

なお、単身者で安否確認の結果死亡していた場合は、死者に対して行政処分を行うこ

とができないので、住宅維持費の支給はできない。

問６－６２
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（問６－63） 住宅維持費と居宅介護住宅改修費の併給

    居宅介護のため、手摺りの取付け等住宅改修を行うにあたって、改修費が介護

  扶助の基準額２０万円を超える場合、不足分を住宅扶助の住宅維持費で支給する

  ことは可能か。

  

  住宅維持費は、本来住居が破損した場合の小破修理を対象としており、居住者の介護需

要や障害に起因する需要に対応するための改造・改修は対象とならないので、不足分を住

宅維持費で補うことはできない。これは障害者施策の住宅改修も同様である。

ただし、修繕部分と改修部分が区別できる場合は、同一施工業者が同一工期内に修繕及

び改修を行うことに対し、それぞれの申請方法・支給方法に従って、別々に支給すること

は可能である。

（介護保険及び介護扶助による住宅改修費の取扱いについては、「介護扶助実施の手引」

（平成２８年３月発行）第十二章－Ⅴを参照のこと）

（問６－64）  水洗便所への改造工事

  水洗便所への改造工事が必要となった被保護世帯に対して、その費用を住宅維

持費として支給することができるか。

水洗便所への改造工事の費用は、原則として、生活保護法による扶助の対象とはならな

い。

ただし、下水道法第11条の３により水洗便所への改造義務を負う被保護者が区市町村の

助成又は扶養義務者等からの指定付き援助によってにより改造を行う場合は、これらの助

成金等は収入として認定しない取扱いとする。

また、この改造に伴い、家屋の一部補修、雑排水部の改造、水道の改造等が必要となっ

たときは、それぞれ住宅維持費、下水道設備費、水道設備費の対象として差し支えない。

（問６－64－２）  床面積の取扱いについて（新設）

  単身世帯の住宅扶助基準額は床面積によって上限額が決定される。この際の床面

積の取扱いについて留意事項を示されたい。
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１ 床面積の考え方

  より適切な住環境を備えた住宅へ誘導しつつ、住宅扶助の支給額を住宅の質に見合っ

たものとなるよう適正化を図るため、単身世帯の基準額については、床面積に応じて住

宅扶助限度額を減額する仕組みが導入されている。

  ここでいう床面積は住居等の専有部分の面積であり、壁芯計算（１㎡未満は切り上げ）

で算定される（建築基準法等にならい、ロフト・バルコニーは床面積に算入しない。ま

た、壁芯面積の測定が困難な場合は、内法面積の１．１５倍を壁芯面積として差し支え

ない。）。

２ 台所・浴室・トイレの３設備が全てある場合の取扱い

  被保護世帯の住居等に①台所（グループホーム等における利用者への食事提供のため

の給食設備を含む。）、②浴室（浴槽がある場合に限る。シャワー室のみの場合等浴槽

がない場合は適用外。）及び③トイレの３設備（設備が専有か共有かを問わない。）が

全てある場合は、居室以外の専有面積が８．５㎡あるものとみなし、８．５㎡に居室（※）

の床面積（専有部分に限る。）を加えた面積を当該住居等の床面積として取り扱って差

し支えない。

なお、３設備のうち、いずれかの設備が無い場合は、１のとおり床面積の専有部分の

みで算定することとなる。

３ 床面積の確認方法

  床面積は、原則として賃貸借契約書その他の書面により確認する（ロフト・バルコニ

ーは対象外）こととし、賃貸借契約書等に床面積の記載がない場合は、必要に応じて被

保護者に対して、賃貸人に床面積の記載を求めるよう依頼する。

  賃貸借契約書等の書面により床面積の確認ができない場合又は賃貸借契約書等に記載

されている床面積に疑義がある場合は、実地調査により床面積（内法面積）を計測し、

確認する。

  なお、家庭訪問時の目視等で床面積が１５㎡を超えることが明らかな場合は、床面積

の確認は省略して差し支えない。

  また、賃貸借契約書等の書面において、内法面積が記載され、壁芯面積が確認できな

い場合は、原則として実地調査により壁芯面積を計測することとするが、測定が困難な

場合は、内法面積の１．１５倍を壁芯面積として差し支えない。

４ 面積基準の特例

（１）引き続き当該住居等に居住することがやむを得ないと認められる場合

次のいずれかに該当し、当該世帯の自立助長の観点から又は当該地域の住宅事情の

状況から、引き続き当該住居等に居住することがやむを得ないと認められる場合は、

（※）居室とは

   居住するために継続的に使用する室をいい、居間、食堂、寝室、書斎その他の各個室を含み、

玄関、廊下、階段、トイレ、洗面室、浴室、台所、収納設備等（押入れ、床の間、ロフトその他

これらに類する設備をいう。）を含まない。
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床面積別の限度額が適用されないこととなる。（１５㎡を超えた場合の額を適用。）

  ① 通院又は通所（以下「通院等」という。）をしており、引き続き当該医療機関や

施設等へ通院等が必要であると認められる場合であって、転居によって通院等に支

障を来すおそれがある場合

  ② 現に就労又は就学しており、転居によって通勤又は通学に支障を来すおそれがあ

る場合

  ③ 高齢者、身体障害者等であって、日常生活において扶養義務者からの援助や地域

の支援を受けて生活している場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある

場合

なお、上記①から③までは床面積別の限度額を適用しないことの判断基準であり、

特別基準適用の判断基準ではない。①から③までのいずれかに該当し、床面積別の限

度額が適用されない上で、なお家賃額が単身世帯の限度額（床面積による減額なし）

を超えている場合は、あらためて、特別基準の適用の可否を判断することとなる。

ここでいう「引き続き」とは、生活保護の開始申請をする世帯が、申請時に居住す

る住居に引き続き居住することであり、平成２７年６月３０日において現に住宅扶助

を受けている世帯については、別途、同様の理由により経過措置を適用するものであ

る。

（２）無料低額宿泊所等（その他賃貸借契約以外の契約で宿所を提供する施設）の場合

被保護者が利用する無料低額宿泊所等の居所の住宅扶助額について、床面積別の住

宅扶助の限度額を適用する場合において、次のいずれかに該当する場合には、「当該

世帯の自立助長の観点から引き続き当該住居等に居住することが必要と認められる場

合」又は「当該地域の住宅事情の状況により引き続き当該住居等に居住することがや

むを得ないと認められる場合」に該当するものとして差し支えないものである。

（ア） 生活の支援が必要な要保護者であって、かつ居室の提供以外の支援を実施して

いる無料低額宿泊所等を利用することが、本人の自立助長の観点から真に 必要と

認められる場合

（イ） 安定した住居のない要保護者であって、居住期間が６箇月未満の利用であると

見込まれる場合

なお、複数人で利用する居室の住宅扶助基準は、東京都に届出のある都内無料低額

宿泊所については別途定める特別基準額、その他賃貸借契約以外の契約で宿所を提供

する施設（有料老人ホーム等）については居室定員に基づく住宅扶助基準上限額を定

員数で除した範囲内の額となるので留意すること。

平成２７年４月１４日社援発０４１４第９号厚生労働省社会・援護局長通知

平成２７年４月１４日社援保発０４１４第２号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

平成２７年７月２１日事務連絡厚生労働省社会・援護局保護課保護係長

別冊問答集問７－96－2、問７－96－3
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（問６－64－３）  床面積の単位として畳数が記載されている場合の取扱いについて

（新設）

  賃貸借契約書等に床面積の記載がなく、畳数だけ記載されている場合の取り扱い方

法について示されたい。

１ 畳の種類が判明している場合

  １畳を以下のとおり換算して差し支えない。（いずれも壁芯面積）

  団地間 １．６６㎡

江戸間 １．７８㎡

中京間 １．９㎡

六一間 １．９７㎡

京間・本間 ２．１㎡

２ 畳の種類が判明しない場合

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会の 不動産の表示に関する公正競争規約施

行規則によると、住居の居室等の畳数表示について、「畳１枚当たりの広さは１．６２

平方メートル（各室の壁心面積を畳数で除した数値）以上の広さがあるという意味で用

いること」となっているため１畳＝１．６２㎡（壁芯面積）として計算を行う。計算の

結果、床面積が１５㎡を超える場合は、１５㎡を超えるものとして取り扱う。１５㎡以

下の場合は、実測すると１５㎡を超える可能性があるため、畳の大きさを実測（内法面

積）のうえ、その値に１．１５を乗じた数字（畳１枚のみ実測した場合は、さらに畳数

を乗じる）を用いて面積を算定すること。

平成２７年６月２日付事務連絡生活福祉部保護課保護係長


