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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

  病院、助産所等施設において分娩する場合は、入院（８日以内の実入院日数）

に要する必要最少限度の額を基準額に加算することとなっているが、これについ

て具体的に示されたい。

入院に要する必要最小限度の額の範囲及び程度は、医療扶助において認められる、社会

保険の診療報酬点数による入院料等について、８日以内の実入院日数に基づき算定した額

の範囲内の必要最小限度の額とすること、となっている。

通常の出産では、入院基本料と入院時食事療養費が算定される。

また、新生児が未熟児であったり障害等のある場合、あるいはリスクの高い妊娠と認め

られる場合は、特定入院料（新生児特定集中治療室管理料・総合周産期特定集中治療室管

理料）と入院時食事療養費が算定される。

（問６－66） 入院助産と出産扶助

  入院助産を受ける者については、出産扶助の適用はないものであるか。

  被保護者が出産する場合で、児童福祉法第36条による入院助産の制度の利用が可能である

ときは、他法他施策を優先させることから、入院助産を受けることとなる。

  しかし、この場合であっても、出産扶助において認められている衛生材料費を支給して差

し支えない。
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（問６－67） 妊娠・出産にあたっての取扱い

  要保護者が妊娠・出産するにあたって利用できる他法他施策及び生活保護法上

の取扱いについて示されたい。

１ 妊娠検査

妊娠検査は保険適用外なので、一般的には市販の検査薬を購入して検査するが、妊産

婦加算の計上にあたり必要な場合、母子健康手帳交付の際に必要な場合等は検診命令を

適用することも考えられる。

  市販の検査薬を購入して検査・・ 自己負担（生活扶助費から各自で支弁）

  医療機関への受診・・・・・・・  検診命令書により検診料で対応できる

２ 避妊

  避妊具の装着・ ・・・・・・・・医療行為ではないため、医療扶助の対象外

  「母体保護法第３条の規定による不妊手術」・・・医療扶助（医療券備考欄にその旨表示）

３ 妊娠中の検査費用等の取り扱い

  （１）妊婦検診（検査）・・・・・一時扶助「妊婦定期検診料」（局長通知第７－２

－(１０)－カ）

     公費の検診事業(妊娠中１４回程度公費で受診可能)の利用ができず、医療機関

において定期検診を受ける場合。

     （区市町村担当窓口で手続き）時期は任意

  （２）妊婦精密健康検査

     妊婦検診の結果、妊娠によって引き起こされた異常が見つかったとき、委託医

療機関で公費負担でさらに詳しい診察が受けられる

     （区市町村担当窓口で手続き）

    （３）切迫早産の危険性がある場合

      切迫早産の恐れありと医療機関が判断した場合・・・医療扶助

  （４）妊娠中毒症等の療養援護（地方交付税措置）

        自己負担額を助成する制度がある。（生活保護受給者は対象外）

    （５）妊婦保健指導

      経済的理由により、保健指導を受けがたい妊婦に対して必要な保健指導を

     医療機関で受ける機会を提供（区市町村担当窓口で手続き）

  （６）移送費

     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。
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４ 分娩（出産）

  出産に当たっては、まず入院助産の活用を検討。入院助産施設が見つからない場合

は、出産扶助を適用する。

   （１） 入院助産（児童福祉法第３６条に規定する助産施設を利用して出産）

被保護者においても、助産施設を利用する場合は、入院助産を受ける。

     異常分娩の場合でも対象となる。

     助産施設（※）利用の場合でも、出産扶助で認められている衛生材料費の支給

は可能である。

※ 助産施設（児童福祉法第３６条）

助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受け

ることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。

【対象者】

① 生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

② 前年度の住民税が非課税の世帯

③ 前年度の所得税額が８，４００円以下で、かつ加入する健康保険から支給される出産

一時金が４０万４千円未満の者

【手続き】

  福祉事務所（島嶼地域は各支庁）又は区、市役所の窓口へ申請

（２）出産扶助（法第３５条）

    金銭給付によって行うものとする。但し、これによることが適当でないとき、

   その他保護の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うも

   のとする。

出産扶助基準 （告別表第６）

１ 基準額（Ｈ２８年度改定）

    施設分娩の場合  ２５８，０００円以内

       居宅分娩の場合  ２４９，０００円以内

    特別基準（２９３，０００円の範囲内）の設定

  （１）出産予定日の急変（局第７－７－(1)） （２）双子出産（局第７－７－(2))

２ 病院、助産所等施設において分娩する場合は、入院（8日以内の実入院日数）に要

する必要最小限度の額を基準額に加算する。

３ 衛生材料費を必要とする場合は、５，７００円の範囲内の額を基準額に加算する

４ 産科医療補償制度による保険料が必要な場合、３０，０００円以内を加算

＊必要最小限度の額（8日以内の実日数に基づき算定した額の範囲内）(課第７の４６)
（参考）通常分娩費用

        ・入院料 ・処置料 ・分娩介助料 ・食事療養費 ・胎盤処置料

   ・新生児介補料 ・新生児用品貸与料 ・新生児室料
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５ 人工妊娠中絶

  「生活保護法による医療扶助と母体保護法の関係について」

  （平成8年9月25日厚生省発児第１８６号厚生省社会・援護局長通知）

    母体保護法第１４条に基づく人工妊娠中絶・・・医療扶助

                         （医療券備考欄にその旨表示）

                          ＊ 一部出産扶助の場合あり

    上記に該当しない人工妊娠中絶 ・・・・・・・医療扶助には該当しない

妊娠月数と発生する費用（母体保護法第１４条に基づくもの）

妊娠月数 妊娠週
被保護者

手術費用 分娩費用

第２月以前 ７週以前

流
産
手
術
で
算
定

医
療
扶
助

発
生

し
な
い第３月 ８週～１１週

第４月 １２週～１５週

出
産
扶
助
の

範
囲
内
で
支
給
可

第５月 １６週～１９週

第６月以降

２０週

２１週

２２週以降 人工妊娠中絶 対象外

６  産婦検診

     母子保健法第１３条に基づき、区市町村が必要に応じ健康診査を行っている場合が

ある。保健所に確認し受診（健診費用が公費負担となる場合がある）。

   自己負担が生じる場合で、特に異常がない場合は検診命令書を発行し、検診料は医

療扶助費として福祉事務所払い。以上がある場合は、医療要否意見書を発行し、レセ

プト請求となる。

７ 乳幼児健康診査等

  （１）乳幼児健康診査

     区市町村は、必要に応じて健康診査を行うことになっている。保健所に確認し

受診。

  （２）１歳６か月児健康診査（１歳６か月を超え満２歳に達しない幼児）

     ・検査の種類（一般健康診査・歯科健康診査・精密健康診査）

     ・診査費用 無料

    （３）３歳児健康診査

      ・一般健診（満３歳を超え満４歳に達しない幼児）

     診査費用 無料



- 184 -

      ・精密健診（一般検診の結果、より一層精密に健康診査を行う必要のある幼児）

      診査費用 有料

（４）その他

ア 出生届提出に当たり、医療機関等から文書料を請求される場合は、以下のと

おり取り扱うこととする。

○ 出産扶助による出産の場合

出産扶助基準額には文書料も見込まれているので、原則はここから賄う。出

産費用の合計が基準額を超えた場合は、局長通知第１１－４－（１）－クによ

り、検診命令により支出して差し支えない。なお、文書料の上限額は、局長通

知第１１－４－（５）により、４，６３０円となる。

○ 入院助産による出産の場合

文書料は入院助産の援護対象とならないので、検診命令により支出して差し

支えない。

イ 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、被保護世帯の新生児の健全な成長を願うという観点から、

出産に際して新生児のための必要な物品を需要に応じて購入できるよう、新生

児衣料費を職権で一括して支給して差し支えない。なお、新生児のための必要

な物品について、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。

「生活と福祉」１９７３年５月号

ブロック会議資料(平成２１年度後期)
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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

  技能修得費を認定するに当たって、「限度額を超えて費用を必要とする特別な

事情」がある場合の取扱いを示されたい。

就労のために、専修学校又は各種学校で技能を修得する場合であって、当該世帯の自立

助長に資することが確実に見込まれる場合等については、３８万円を限度に技能修得費を

支給できることとなっている。

以下の点に留意の上、支給されたい。

１ 自動車免許の取得を行う場合は、採用内定通知書及び運転免許がなければ採用されな

い旨の雇用主の証明書の提出を求める。なお、事前に他施策（職業訓練等）の活用を検

討する必要がある。

  なお、高校等在学中に卒業後の就職先が内定した者が、内定先での就労に当たり自動

車運転免許を必要とする場合も、技能修得費の支給が可能である。この場合、就労に当

たって確実に自動車の運転を伴うことが確認できれば、必ずしも免許の取得が「雇用の

条件」であることを要しない。

２ 講座受講により当該世帯の自立助長に効果的と認められる公的資格が得られる場合は、

雇用保険法第60条の２に規定する教育訓練給付金の対象となる教育訓練講座受講につい

ても特別基準の計上ができる。教育訓練給付金が支給された場合は収入認定する。

３ 費用を給付する場合は、必要に応じて分割給付する。

４ 技能修得期間中は、常にその状況を把握し、技能修得の継続に支障の生じた場合等技

能修得費の計上が適当でないと認められたものについては支給停止等の措置を講じる。

なお、上記の対象外あるいは特別基準額を超える技能修得については、厚生労働大臣

への情報提供を検討する。

   

局長通知第７－８－ (2)－ア－（キ）

別冊問答集 問７－１５５

生活と福祉 ２０１０年５月号

（問６－６８－２） 通勤用自転車の購入費用

  被保護者の就職が決まったが、通勤に自転車が必要な場合、初任給支給以前に自

転車の購入費用を積極給付することは可能か。
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通勤用自転車の購入費用は、本来は就労収入を得るための必要経費として、収入からの

控除により賄われるべきところである(課長問答第8の23)。

しかしながら、勤務先までの公共交通機関の便が困難であったり、勤務時間帯が深夜早

朝であるなどの理由から、就職後直ちに自転車での通勤を要すると認められる場合は、局

長通知第７－８－（３）の「就職の確定した者が初任給が支給されるまでの通勤費」に準

じて、就職支度費として支給して差し支えない。なお、この場合、特別基準の設定は行わ

ず、他の洋服・履物類の購入費用と合わせて、基準額の範囲内で計上すること。

課長問答第7の18-2

（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

  自立支援プログラムに基づく場合に設定することができる技能修得費の特別基

準の計上方法について示されたい。

１ 特別基準による技能修得費計上について

  自立支援プログラムに基づく場合には、局長通知第７－８－(2)－ア－（ｳ）の特別基

準額 (平成28年度は年額129,000円)の範囲内まで、計上することができる。

  さらに、１年間のうちに複数回の技能修得費を必要とする場合については、その支給

総額が局長通知第７－８－(2)－ア－(ｴ)の特別基準 (平成28年度は年額207,000円)まで

は、２回目以降であっても支給することが可能である。

  複数回の技能修得費を認定する事例としては、例えば、被保護者が技能習得の講座を

春期と秋期の２回に分けて受講しようとする場合で、当該技能習得の講座の受講が自立

支援プログラムに基づくものとして福祉事務所からの助言指導を受けて行われるような

場合である。この場合は、春期と秋期の講座が一連のものである場合、別個のものであ

る場合を問わないが、両方の受講が世帯の自立助長に繋がるものとして認められること

が前提である。

  また、同時期に複数の技能習得のメニュー（例えば、職業訓練的な講習と求職活動の

準備講座の受講）を並行して選択する場合でも、両方の受講を同時に行うことが世帯の

自立助長により効果的と認められるものであれば、特別基準の範囲内まで技能修得費を

計上して差し支えない。

２ 対象となる技能修得の費用について

  技能修得費の対象となるのは、生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修

得する経費として認められるものであって、授業料（月謝）、教科書、教材費及び当該

技能修得を受ける者全員が義務的に課せられる費用等の経費である。

  なお、実施機関が自立支援プログラムに基づく場合などにより、特に必要と認めた場

合については、パソコンの基本的機能の操作等就職に必要な一般的技能や、コミュニケ
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ーション能力等就労に必要な基礎的能力を修得するための経費を必要とする場合にも、

基準額の範囲内における必要最小限度の額を計上して差し支えない。

（問６－70） ヘレンケラー学院委託生の技能修得費

  ヘレンケラー学院委託生の技能修得費の計上は、どのように行うか。

東京都の委託生としてヘレンケラー学院（新宿区大久保３－１４－２０）で技能を修得

する場合の技能修得費の計上は下記による。

１ 技能修得費の適用範囲

(1) 交通費の実費

(2) 参考書代

各学年で必要とする参考書についてはヘレンケラー学院で証明書を交付するので、

学院長の証明書を徴収した上で基準計上する。

２ その他

(1) 点字器は身体障害者福祉法の日常生活用具として交付されるものである。

(2) 同学院の学生の負担するクラス会費及び学友会費は、本法上の扶助の対象とはなら

ない。

(3) 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」による試験、免許

（免許証交付申請、書換え交付、再交付を含む。）に要する手数料及び交通費を必要と

する場合は、各々必要最小限の額を計上することができる。

(4) 実習時に着用が必要な白衣等については、貸与等によることが困難で購入せざるを

得ない場合には、当該実習時に全員が義務的に必要なものであれば技能修得費として認

定して差し支えない。（別冊問答集 問７－１３４ 参照）

(5) 上記委託生としての取扱いは、あんまマッサージ指圧課程としての２年を限度とし

て実施されているが、２年を超える期間１年につき特別基準の範囲内で必要な額を算定

する。

(6)  なお、技能修得費として上記の特別基準を超えて必要とするときは、厚生労働大臣

あて情報提供する。
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（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

精神障害者社会適応訓練事業による手当て等の取扱いについて、示されたい。

都福祉保健局で実施している精神障害者社会適応訓練事業は、精神障害の回復途上者を

一定期間協力事業所に通所させて生活指導及び社会適用訓練を行うもので、その窓口は保

健所と精神保健福祉センターとなっている。

精神障害の回復途上者がこの制度の対象になり社会適応訓練を受けると、訓練手当とし

て１，１００円が支給されるが、取扱いは以下のとおりである。

１ 訓練手当については、次のように取扱うこと。

  訓練手当は、月々の受給額と同額を技能修得費として計上した上で収入認定し、収入

充当順位にかかわらず技能修得費に充当する。この場合、受給額が一般基準を超えた場

合でも、特別基準の設定があったものとして取り扱って差し支えない。

２ 訓練手当とは別に事業主から報酬が支給されている場合は、一般の勤労収入と同様に

収入として認定し、基礎控除を認定する。なお、新規就労控除及び未成年者控除につい

ては、認定できない。

３ 事業所に通うために交通費を必要とする場合は、２の報酬が支給されているならば当

該報酬から必要経費として控除する。また、２の報酬が支給されていない場合で、事業

所に通うための交通費を必要とするときは、１の訓練手当によってまかなうことになる。
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（問６－72） 雇用対策法による訓練手当の取扱い

  雇用対策法第１８条第２号により支給される訓練手当の種類と実施要領上の取

扱いについて、示されたい。

（１）技能修得手当（受講手当、通所手当）

   支給される手当額と同額を技能修得費として計上し、手当は収入として認定するこ

と。この場合、収入充当順位に関係なく技能修得費に充当することとし、また、手当

額が技能修得費の一般基準を超えた場合でも、特別基準の設定があったものとして差

し支えない。

（２）基本手当及び寄宿手当

  ① 一括受給の場合

    手当受給月の収入として認定する。この結果、通常は保護の停、廃止の措置が考

   慮されることになるので注意すること。

  ② 月々受給の場合

    勤労収入の例により、収入認定する。この場合は、勤労控除を適用して差し支え

ない。

（３）一括受給について

被保護者については、その自立助長の観点から手当ての一括受給が認められているの

で、この制度の活用を図られたい。

  ア 一括受給が適当な場合

    訓練終了後、就労等により世帯として自立が見込まれる場合一括受給が適当であ

   る。自立できない場合は、保護の停止等が想定されるが、一括受給の場合、勤労控

   除の対象とならないので月々受給と比べ本人に不利益となるので留意されたい。

  イ 月々受給が適当な場合

    訓練終了後就労したとしても、世帯全体として自立が見込まれない場合は月々受

   給が適当である。

（注１）月々受給すると要否判定の結果保護が不要となる場合であっても、本人が希望す

   る場合は一括受給を認めてもよい。ただし、訓練開始と同時に保護の申請があった

   場合は認められない。

(注２）上記取扱いの適用に当たっては、被保護者に支給される各手当ての支給額、支給

方法及び支給期間について、支払機関の証明により確認する。
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  訓練手当（職業転換給付金制度）

      （根拠法令：雇用対策法第１８条第２号）

      （対象者：雇用対策法施行規則第２条による）

                               （平成２８年度）

      対 象 者 手当の種類及び金額 実施要領上の取扱い

次のいずれかに該当する者であっ

て、公共職業安定所長の指示により公

共職業訓練又は職業適応訓練を受け

ているもの

①中高年齢失業者等求職手帳所持者

②広域職業紹介対象者

③災害による離職者

④災害による内定取消し未就職卒業者

⑤へき地又は離島の居住者

⑥４５歳以上の求職者等

⑦知的障害者

⑧精神障害者

⑨母子家庭の母、父子家庭の父

⑩中国残留邦人等永住帰国者

⑪北朝鮮帰国被害者等

⑫沖縄失業者求職手帳所持者

⑬漁業離職者求職手帳所持者

⑭一般旅客定期航路事業等離職者求職

手帳所持者

⑮港湾運送事業離職者

⑯離農転職者

⑰沖縄若年求職者

⑱駐留軍関係離職者

基本手当

（１日あたり）

１級地（４，３１０円）

２級地（３，９３０円）

３級地（３，５３０円）

原則として勤労収入

の例により収入認定す

る。

ただし、訓練終了後

一括受給の取扱いもあ

る。

技能修得手当

（１）受講手当（日額）

     ５００円

（２）通所手当（月額）

  ４２，５００円以内

技能修得費に充当す

る。

局第７－８－（２）－

ア－（オ）

寄宿手当

（月額）

   １０，７００円

基本手当の取扱いと同

じ
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（問６－73） 日本語修得と生活保護

  海外から帰国した引揚者や、保護の準用を受けている外国人等の日本語修得のため

の経費について、技能修得費を計上して差し支えないか。

１ 技能修得費計上の考え方

  技能修得費は生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能を修得する経費を必要

とする被保護者に対して、技能修得の期間が１年以内の場合に、１年を限度として算定

し、世帯の自立更生に特に効果があると認められる技能修得については、その期間を２

年以内として認められるものである。

  また、この間、技能修得により、就労が出来ない場合は、稼働能力の活用を猶予して

よいとされている。

２ 日本語修得について

  外国からの帰国者は、日本語ができないために日本での生活（日常生活及び就労等）

が困難な実態にあることから、昭和52年、日本語修得について、技能修得費の計上を認

められることとなったが、その適用に当たっては、上記１の取扱いを踏まえる必要があ

る。

  つまり、本来の意味の技能修得を含めて、特別な事情がある場合に、最長２年間の技

能修得費計上が認められるものである。したがって、原則として、日本語修得のみで２

年間の技能修得を行うことについては、今後の自立の見通し等勘案する必要があり、慎

重な取扱いを要するものである。

  なお、特別な事情にある場合とは、高齢者等で日本語修得に期間を要する場合及び通

訳等の専門的な日本語修得を行う場合をいう。

  保護の準用を受ける外国人についても、日本語修得が世帯の自立更生に特に効果があ

ると認められる場合には、技能習得費を計上して差し支えない。

３ 日本語修得のための方法

(1) 技能修得費一般基準の範囲内での修学は各実施機関の判断による。

(2) 技能修得費特別基準の範囲以内での修学

修学が、特定の目的（就労が確定している場合、職業訓練校入校のため等）のため

になされる場合は、特別基準の対象とする。

(3) 貸付金等により、各種学校で日本語修得を行う場合

   貸付金等により日本語修得する場合は、法による積極給付を行わないことから、今

後の世帯の自立に効果的か、一般世帯との均衡を失しないか、等を勘案の上決定する

ことになる。
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４ 日本語修得について、積極給付、貸付金の収入認定除外及び収入からの費用控除のい

ずれも認められない者

(1) 既に就労し、自立している者が、あらたに就労を求めて日本語修得する場合

(2) 既に日本語の修得を終了している者

(3) 日本に帰国又は入国して相当期間経過している者

５ その他の留意事項

(1) 日本語の修得期間は、おおむね６月から１年程度を標準とする。

(2) 日本語修得終了後は、就労指導等を適切に行う必要がある。

(3) 以上は原則的な考え方であり、個々の実情を配慮し、適切な保護の実施に留意する。
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７－２ 技能修得費（高等学校等就学費用）

（問６－74） 就学扶助の給付対象の範囲について

  高等学校等就学費用の扶助対象となる学校の範囲及び扶助対象となる就学年齢

について示されたい。また、他の就学費用との優先関係についても示されたい。

１ 生業扶助［技能修得費（高等学校等就学費）］（以下「就学扶助」と略称で表記）の

給付対象となる学校は、次のとおり。

① 高等学校（専攻科及び別科を除く）は全日制・定時制・通信制のいずれも対象とな

る。

② 中等教育学校の後期課程（中高一貫校の高校課程）も含まれる。

③ 高等専門学校（５年制）は、４年生と５年生も対象となる。

④ 特別支援学校の高等部（別科を除く）も対象となる。

⑤ 専修学校、各種学校については、修業年限が３年以上などの一定の対象基準がある。

⑥ 一定の対象基準を満たす高等学校等に準ずる外国人学校も含まれる。

  なお、⑤、⑥については、修業年限が３年以上であり、かつ普通教育科目を含む授業

時数がおおむね年８００時間以上である教育課程に就学する場合に限られるが、年間授

業時数が６８０時間以上８００時間未満の各種学校については、３年以上の普通教育科

目を含む課程であり、就学の効果が高等学校等と同等である場合には、扶助の対象とし

て差し支えない。

  専修学校及び各種学校の認可については、都道府県業務であるため、認可の有無等に

ついては、学校所在地の都道府県の各所管まで、必要に応じて確認すること。

※【東京都の所管】東京都生活文化局私学部私学行政課専修各種学校担当

２ 扶助対象となる就学年齢等については、次のとおり。

① 中学校を卒業後、引続き高等学校等に進学する場合については、当該引続き就学に

要する最低年数を中学卒業年齢に加えた年齢までとする。

② 中学校を卒業後、一旦進学以外の進路選択をした後、高等学校等に進学する場合に

は、おおむね１８歳までに入学した者に限り、当該就学に要する最低年数を高校等入

学年齢に加えた年齢までとする。

③ 高校等中退者が、再度入学した場合には、原則として扶助の対象としないが、当該

就学が本人の自立助長に効果的であると認められる場合の再入学者については、修業

年限(標準年数)から既に就学扶助を行った年数を除く残りの年数に限り支給すること

も可能である。

④ 更に、退学がやむを得ない事情(本人の病気療養や家族の看護・介護など)によると

認められる場合は、再入学から修業年限に達するまで支給することも可能である。な

お、この場合の「やむを得ない事情」には、就学する本人の怠業、学業不振に起因す
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るものは含まれない。

⑤ その他、ひとり親世帯の親が高等学校等に就学する場合において、当該世帯の自立

助長の観点から、高等学校等就学費を認定できる場合がある。認定に当たっては、単

に就労を忌避するために、就学するといったことがないよう留意すること。

なお、ひとり親世帯の親が高等学校等に就学する場合の取扱いについては、別冊問

答集問７－155－２を参照のこと。

３ 就学に要する最低年数について

  ここでいう「就学に要する最低年数」とは、全日制高校等は３年間、定時制及び通信

制高校においては４年間、高等専門学校は５年間とする。

※なお、留年及び休学等により、就学に要する最低年数を超えて在籍する場合について

は、以下のア〜ウのいずれも該当する場合にのみ、扶助の対象として差し支えない。

  ア ２②の取扱いで認められる対象年齢の限度を超えないこと

  イ 同一学年において二度目の就学扶助の給付は行わないこと

  ウ 就学継続により卒業要件を満たし得ること

４ 世帯内就学と稼動能力活用

  就学扶助の対象となる学校に就学し、世帯内就学が認められる場合の当該就学生徒の

稼動能力活用については、次のとおり。

①全日制高校等の場合

  積極的な稼働能力活用は求めず、稼動収入（アルバイト収入等）があれば、控除後の

  額について収入認定を行う。

②定時制（単位制）及び通信制高校等の場合

  就学に必要な時間（スクーリング期間や自習時間等を含む）を十分確保したうえで、

昼間の稼働能力の活用を求める。なお、昼間定時制については、就学時間を考慮したう

えで、就学時間を除く昼間の稼働能力の活用を求める。

③全日制と定時制及び通信制との取扱いの違いは、平日の修学時間数、年間必修単位数

及び修業年限の差を踏まえたものである。定時制等であっても、併修コース等を利用

しながら、修学期間を短縮して就学しようとする者については、個別に判断すること。

５ 就学扶助費とその他の就学費用の関係

世帯に就学費用に充てるべき収入（恵与金、奨学金、貸付金等）がある場合であって

も、就学扶助の適用が可能な場合には、申請により支給可能な必要額を算定計上して差

し支えないが、次の事項に留意すべきこと。

①学資保険の保有を容認されている場合には、当該学資保険の解約返戻金あるいは満期

保険金のうち、開始時解約返戻金相当額については法第６３条返還の対象となるが、就

学等の費用に当てられる額の範囲内で、返還免除が可能である。この場合、就学扶助の

対象とならない就学経費及び就学扶助の基準額又は学習支援費を超える費用に当てら

れるなら、就学扶助は基準額どおり計上して差し支えない。それ以外の部分については、

保護費のやり繰りによる預貯金と同様に取り扱い、開始時解約返戻金相当額と同様、就
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学扶助の対象外であったり基準を超える就学費用に優先的に当てるものとする(課長問

答第３の２０、問６－８１)。

②恵与金（給付の奨学金、自治体等から給付される就学費用、指定付援助など）を得て

  いる場合には、当該恵与金を就学扶助に優先して就学費用に充てること。但し、就学

  扶助の支給対象とならない就学費用（就学扶助の対象となる学校に就学するにあたっ

  て必要となる費用に限る）を賄うための必要最小限度の額については、就学扶助の基

  準との調整を要することなく、当該対象外の費用に充てることとして差し支えない。

③償還を必要とする貸与の奨学金、貸付金等を得ている場合には、申請により就学扶助

  の各扶助費を計上したとしても就学の総需要に不足を生じる部分に、当該貸付金等を

  まず充てることとして、就学扶助費の計上をすることができる。この場合には、就学

  の総需要を超えて貸付を受けることがないように必要な助言指導を行うこと。なお、

  貸付金等の額を調整できない場合には、就学期間内であれば一定期間（概ね１か年以

  内）保有を容認して適宜、就学費用の需要が生じた時に費消することを前提として、

  収入認定除外の取扱いをして差し支えない。一定期間内に需要がなかった場合には、

  繰上げ償還等の方法について検討し、それも困難な場合には、就学扶助費の扶助額を

  調整して対応すること。

④「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１４４号）」に

よる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、就学奨励の支給を優先することとなる。この場合は、就学

扶助の基準と比較して不足する部分についてのみ、就学扶助を計上することとなる。

（ただし、「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、生活保護の就学扶助の方を優先させて

適用する。）

（問６－75） 通学費の支給について

  就学扶助のうち、通学費の支給方法及び支給範囲について、留意すべき点を示

されたい。

通学費の支給方法については、通学に必要な最小限度の交通費の実費を支給することと

し、交通手段及び交通経路の選択は、最も経済的かつ合理的な方法によること。

通学のための通学定期券を購入する場合には、割引率や乗車期間（通学期間）を考慮し

て最適なものの購入実費を、基本的には前渡すべきこととし、購入実績を確認すること。

保護開始時に既に定期券を購入している場合には、当該定期券の残存使用期間について

重ねて扶助費を計上することは認められないので注意すること。

通学費の支給後に通学を中断した場合には、中断した日以降の不要となった通学費の返

還を求めることになるが、既に定期券購入等により消費されている場合には、払戻金等の

有無を確認したうえで、返還可能なものについては返還させ、やむを得ない事由によって
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返還を求めることが適当でないと判断される場合には、返還を免除すること。

なお、紛失等の場合の取扱いについては、課長問答（問第１０の１６）を参照のこと。

  課長問答 問７の82

（問６－76） 通学用自転車の購入費用について

  通学用の自転車の購入費用の取扱いについて示されたい。また、自転車通学に

  伴なう必要経費の支給範囲、原動機付自転車（バイク）通学の取扱いについては

  どのようにすべきか。

日常生活で使用する自転車は、一般的需要として毎月の一般生活費の中から購入すべき

ものである。しかしながら、通学用自転車の購入について、①専ら通学用として使用する

ために、②新規に購入し、③そのことによって、通学時の公共交通利用の必要がなくなる

などの経済的かつ合理的理由が認められる場合であって、④世帯の中で購入費用を賄うこ

とができないときに、必要最小限度の扶助を行うこととされたい。

購入価格については、地域の実勢価格で、就学期間（３年ないし５年間）を通じての使

用に耐え得る、簡素かつ廉価な車両の平均的な価額を参考して購入の実費を扶助すること。

（購入価格の一部のみを扶助して、別途高額な車両の購入を認めることは運用上適当でな

いので、留意すること。）

また、防犯登録料は、車体購入費と一体として考えて差し支えない（ただし盗難保険料

などの損害保険料は支給対象外とする）。自転車通学に伴なう必要経費については、通学

経路の中で使用する駅前駐輪場等の使用料（実費分）、個人賠償責任保険料、自転車維持

費用（パンク修理代等）についても支給対象とする。

なお、原動機付自転車（オートバイ）等については、通学用での新規購入費用・維持費

用（燃料代等も含む）は「通学のための交通費」の対象外となっている。

  課長問答 問７の82
  別冊問答集 問７－143

（問６－77） 授業料、入学料、受験料の基準算定について

  私立の高等学校等に就学する場合の授業料、入学料、受験料の扶助について、

それぞれの基準算定方法について示されたい。

私立の高等学校等に就学する場合の授業料、入学料、受験料の各扶助の基準とすべき額
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は、当該私立高等学校等が所在する都道府県の条例で定める公立学校の授業料、入学料、

受験料の額である。

定時制高校又は通信制高校の場合は、条例において定時制、通信制の区分ごとに設定さ

れている額とする。

なお、私立校と公立校において、授業料の算定にあたっての方法が異なる場合には、公

立学校の算定方法に換算して算出すること。（例えば、通信制学校のなどの授業料につい

て、私立校が１単位当たりの算定、公立校の場合１科目当たりの算定であった場合には、

私立学校の科目数を確認のうえ、公立校の１科目当たりの授業料単価を乗じて扶助額を算

定することになる。）

通信制高校においてスクーリング会場と学校の所在地が異なる場合でも、扶助額の算定

基準は、当該学校所在地の都道府県の条例で定める公立学校の額によること。

また、通信制高校に在学しながら、高等学校の教育課程における学習の補習や支援を提

供するサポート校に通学する場合がある。その際には、通信制高校の授業料とは別にサポ

ート校の授業料が必要となるが、週３日以上サポート校へ通学していれば当該サポート校

が所在する都道府県の条例で定める全日制公立学校の授業料の額を支給して差し支えない。

さらに、サポート校に通学するにあたり交通費や学生服が必要な場合には、当該費用を支

給できる。

（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

      

  私立高等学校に就学する場合の授業料の基準算定方法について示されたい。

平成２２年度から始まった高等学校等就学支援金制度は、平成２６年度入学生から制度

が変更となった。平成２６年３月以前から引き続き高等学校等に在学している生徒に適用

される制度（以下「旧制度」と言う。）と平成２６年４月以降に入学した生徒に適用される

制度（以下「新制度」と言う。）とでは、所得制限の有無と支給金額に違いがあるほか、新

制度では、毎年申請が必要なため、支給対象となる世帯に対しては申請手続の勧奨を行わ

れたい。両制度とも支給対象となった生徒に対しては公立高等学校の授業料相当額が支援

金として支給されるため、就学扶助として授業料の支給は行わない。

なお、問６－７４の就学扶助の対象になる世帯であって支援金の支給対象とならない場

合は、都立高等学校の授業料以内の額を支給して差し支えない。
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（問６－78） 修学資金貸付と就学扶助の関係について

  就学に当たって修学資金の貸付を受けていた場合には、就学扶助の申請は却下

すべきか。また、就学扶助を適用するとすれば、既に貸付を受けている修学資金

の収入認定はどのようにすべきか。

就学扶助は、被保護世帯の自立を支援する観点から、就学に必要な経費の一部を扶助費

として積極給付するものである。

したがって、既に修学資金の貸付を受けている場合であっても、就学扶助の申請は可能

であるが、扶助費の支給決定にあたっては次の各項目について確認する必要がある。

① 就学に必要な経費の総需要

② ①のうち就学扶助の対象となる費用

③ ①のうち就学扶助の対象とならない費用

就学扶助の基準額の範囲で就学に必要な経費が賄える場合については、貸付を停止させ

た上で、就学扶助の支給を行う。

ただし、貸付金を就学扶助の対象とならない就学必要経費に充てる場合には、就学扶助

費と貸付金の額の合計が、就学に係る総需要額を超えない限り、当該貸付金の停止の手続

きを求める必要はない。

なお、就学扶助の対象とならない費用については、就労収入（就学する者の収入に限る）

からの就学費用の控除も可能であるが、就労収入からの就学費用控除を行う場合には、当

該控除額分については、就学に必要な経費の総需要から差し引きしたうえで、上記の取扱

いを行うこと。

既に貸付を受けている場合（今後貸付の予定があり、貸付金の受領が決まっている場合

を含む）で、貸付内容の変更が困難な場合には、就学期間内の一定期間（概ね１か年以内）

保有を容認して、就学扶助の対象とならない就学必要経費の需要が生じた時に、適宜費消

することを前提として、就学扶助費の支給を行って差し支えない。

ただし、一定期間内に需要がなかった場合には、貸付金の繰上げ償還等の方法について

検討させること。それも困難な場合には、貸付金の余剰分を資力として認定したうえで、

支給済みの就学扶助費の一部又は全部について、法６３条返還を求めることになるが、修

学資金貸付によって生じた収入で就学扶助費の返還を求めることは、制度の本来的な運用

ではないので、この取扱いの際には十分留意すべきこと。

  課長問答 問８の59
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（問６－79） 私立高等学校等授業料軽減助成と就学扶助の関係について

  就学に当たって、私立高等学校授業料軽減助成の制度を利用する場合の取扱いと

就学扶助の適用についての関連について示されたい。

私立高等学校授業料軽減助成の制度は、（財）東京都私学財団で行っている制度で、私

立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成す

るものである。（参考資料３「児童生徒の修学援護制度」参照のこと。）

東京都の制度では、平成２７年度の場合、６月下旬から７月下旬に申請を受け付けし、

１２月下旬に交付・不交付の決定を通知、軽減額の振込みすることになっている。

生活保護の受給世帯の場合、軽減額は平成２６年度以降の入学生は１４３，０００円（平

成２８年度）、平成２５年度以前の入学生は２０２，４００円（平成２８年度）となって

いる。この授業料軽減額は、恵与金の一形態としてみなし、就学扶助の対象とならない就

学必要経費（就学扶助基準を超える部分の授業料）に充当される限り、収入認定除外の取

扱いとなり、また、就学扶助費を減額調整する必要はない。

なお、私立高等学校の授業料の負担軽減制度には、就学支援金（国制度）がある。当該

支援金（平成２５年度以前入学生の場合は加算分に限る。）は申請手続が必要なため、該

当する世帯に対しては事前に情報提供されたい。

（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

  世帯内就学により、定時制、通信制学校に就学している者に稼働能力活用を求

める場合の留意点及び就労収入からの就学費控除の取扱いについて示されたい。

高等学校等就学者のうち、稼働能力活用が見込まれる者については、その能力活用を求

めることになる。各就学課程ごとの稼働能力活用の程度については、問６－74「就学扶助

の給付対象の範囲について」の世帯内就学と稼働能力活用を参照のこと。

ただし、就学（就学課程修了）との両立が前提となるため、就学継続に支障のない範囲

内で、必要な稼働能力活用を求めることに留意する。

就労収入からの就学経費控除にあたっての留意点は次のとおり。

就学に必要な経費のうち、就学扶助、恵与金、学資保険の満期金等、貸付金、就学支援

金等の授業料軽減制度、奨学のための給付金等で賄える部分は、それぞれ充当可能な費用

にあてさせる。そのうえで、新たに貸付金の借入れ等によって就学費用を賄わなければ、

就学に必要な総需要を満たすことができない場合には、①稼働能力活用を行っている当該

就学者の就労収入から、②各種控除（就労経費控除、基礎控除、未成年者控除）を行った
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後に、なお残余がある場合は、③その残余（本来であれば就労収入認定すべき額）から就

学費用（就学扶助の対象とならない就学に必要な最小限度の経費のうち、他の就学費用収

入で賄えない費用に限る）を控除して差し支えない。

なお、就労収入からの就学費用控除を行う場合には、当該控除額が充てられる就学費用

の内容及び額を予め確認すること。また、定期的に控除を行う場合には、就学経費の実需

要の見通しについても予め就学計画書等を提出させる等により把握したうえで、控除額を

判断すること。

※高校生のアルバイト収入から就労や早期の保護脱却に資する経費を収入認定しない取扱

いについては、問７－32－３、４を参照のこと。

課長問答 問８の58

（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

  学資保険の保有が容認された場合の満期保険金の取扱いと就学扶助との関係に

ついて示されたい。

世帯内に就学適齢期の児童･生徒がいる場合に学資保険の満期保険金（一時金、解約返戻

金等を含む）の受領があったときは、開始時の解約返戻金相当額については法第63条返還

を適用し、それ以外の部分については、預貯金と同様に収入認定の対象とはしない。当該

収入認定除外額は原則的には、就学扶助の支給対象とならない就学経費又は就学扶助の支

給基準額を超える部分の就学経費に優先的に充てられるものとする。（それでもなお学資

保険の満期保険金等の受領額に余剰がある場合は、余剰を充てることでまかない得る部分

については重複して就学扶助費の支給や就労収入からの就学経費控除は行なわない。）

満期保険金等を一度に受領する場合、すぐに需要がない場合であっても、現に世帯内に

就学中の児童･生徒がいるのであれば、当該児童・生徒の就学期間内に就学経費として確実

に費消される額については、一定期間の保有を容認したうえで収入認定の対象としない。

なお、開始時の解約返戻金相当額に法第63条返還を適用する場合であっても、当該法第6
3条適用額について、課長問答（第８の４０）の（２）のオに定める就学等の費用に充てら

れる額の範囲内において、返還額の免除を行って差し支えない。

  課長問答 問３の20
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（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

   

  世帯内就学を認められた者が、留年や中途退学した場合には、就学扶助の取扱いは

どのようにすべきか。中途退学の場合は、就学扶助費の返還を求めるべきか。

  また、入学後に就学課程の変更や転校を希望する者について、就学扶助の適用対象

とすることはできるか。

高校等就学中の者が留年した場合は、留年中の期間（同じ学年での２年目以降）につい

ては、原則として就学扶助費の計上を行わない。これは、最低生活費の観点から重複して

経費を扶助することを避けること、修業年限内の就学を積極的に援助することにより速や

かな自立助長を行うこと、就学期間の長期化によって自立意欲が低下しないよう配慮する

こと、などから適用にあたっての原則としたものである。

したがって、やむを得ない事情（本人の病気療養や家族の看護及び介護など）から、留

年した場合には、個別に事情を勘案したうえで留年期間中の支給の適否を判断すること。

（なお、この場合の「やむを得ない事情」には、就学する本人の怠業、学業不振に起因す

るものは含まれないものであること。）

また、中途退学した者が新たに高校等に再入学した場合は、再入学が本人の自立助長に

効果的であると認められる場合は、修業年限から既に就学扶助を行った年数を除く残りの

年数に限り支給することも可能である。更に、退学がやむを得ない事情によるものであれ

ば、再入学から修業年限(標準年数)に達する年数まで支給することも可能である。再入学

後の就学扶助を支給するか、支給する場合いずれの範囲まで支給するかは、退学の理由や

自立助長の観点などから総合的に判断されたい。

中途退学（休学の場合も同様）したことが事後にわかった場合、現実に就学していた期

間を除いて、就学扶助費の返還を求める必要が生じるが、既に支給された保護費がやむを

得ない事由（就学の目的に費消されている場合に限る）により消費されている場合には、

返還を要しない。

なお、留年（休学を含む）者が次年度以降に進級した場合には、修業年限（標準年数）

から既に就学扶助を行った年数を除く残りの年数を上限として、引続き就学扶助の対象と

することができる。

また、入学後に、就学課程の変更や転校を希望する者については、修業年限から既に就

学扶助を行った年数を除く残りの年数までの間、就学扶助の対象として差し支えない。そ

の場合、新たに教科書や制服、通学用カバン等を購入する必要がある場合には、教材代や

入学準備金を支給して差し支えない（中退した者が再入学した場合についても同様である）。
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８ 葬祭費

（問６－83）  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」との関係

  葬祭を行う扶養義務者のない死者があった場合、生活保護法第18条第２項によ

る葬祭扶助と「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」

との適用関係を示されたい。

１「墓地、埋葬法に関する法律」

  身元判明の自殺者等で、死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないと

きは、「墓地、埋葬等に関する法律」第９条第１項の規定により死亡地の区市町村長が

これを行う義務が課せられており、この場合の費用については、同法第９条第２項の規

定により「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の規定が準用される。

２「行旅病人及死亡人取扱法」

  行旅中又は住所不明で死亡し、葬祭を行うものがないときは、「行旅病人及行旅死亡

人取扱法」により、死亡地の区市町村長が葬祭を行うことになる。

３ 生活保護法による葬祭扶助

  葬祭を行う扶養義務者のない死者が、身元不明であるなしに係わらず、その葬祭を行

う者があるときは、その者に対して生活保護法による葬祭扶助を行うことができる。

  なお、死者の生前に生活保護法の適用を行った場合には、その者の葬祭についても、葬

祭執行を民生委員に依頼する等の措置を講じた上で、生活保護法による葬祭扶助を適用

する。

                                  葬祭等費用

                                  の請求 墓地、埋葬等に関する法律

死体 警察 区市町村 行旅病人及行旅死亡人法

生活保護法（葬祭扶助）
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生活保護法第18条第２項と「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」の

適用関係（参考図）

  発 見 時 の 状 況 等 費用弁償の項目 関係法

人

骨

○身元が特定できる可能性なし

・死後数十年経過

・骨が部分的に発見された

葬祭 墓地埋葬法

公告（告示）

行旅病人及行旅

死亡人取扱法

○身元が特定できる可能性あり

・死後数年前後
・衣服等形跡が残っているもの

葬祭・公告（告示）

死

体

  行 旅 中

   住所・氏名

  不詳

葬祭執行者 有

葬祭 生活保護法

公告（告示） 行旅病人及行旅

死亡人取扱法
葬祭執行者 無 葬祭・公告（告示）

  そ の 他

住所・氏名

   等が明らか

  葬祭執行者 有 葬祭 生活保護法

葬祭執行者 無 葬祭 墓地埋葬法

（問６－84）  葬祭扶助と死体解剖保存法との関係

  死体解剖保存法に基づいて、教育又は研究のために、大学の長に死体を交付し

たときは、葬祭扶助の適用はどうなるか。

引取人のない死体については、死体解剖保存法第12条の規定により、その所在地の区市

町村長は、医学に関する大学の長から医学の教育又は研究のため交付の要求があったとき

はこれを交付することができる。

この場合には、死体の運搬、埋葬又は火葬、墓標等の諸費用は同法第21条の規定により

学校長が負担することとなっているので、葬祭扶助の必要はないものである。
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（問６－85） 葬祭扶助と実施責任等の取扱い（１）１８条１項適用

  Ａ市で居宅保護を受けていた単身者甲が死亡したが、Ｂ市に居住する兄乙が葬

祭を行うこととなった。

  乙から葬祭扶助の申請があった場合、その実施責任及び保護の要否判定はどう

取り扱うべきか。

葬祭扶助の申請者乙は甲の絶対的扶養義務者であるため、法第18条第２項の適用はなく、

同条第１項の規定が適用される。

したがって、乙の世帯について、通常の保護の要否判定を行った上で葬祭扶助の決定を

行うこととなる。

また、この場合の保護の実施責任については、通常の保護の場合と同様に、葬祭を行う

者に対する保護の実施機関、つまり乙の居住地であるＢ市がその実施責任を負うこととな

る。

設問の場合のように、死亡した被保護者とその者の葬祭を行う扶養義務者に対する保護

の実施機関とが異なる場合が生じるときには、実施機関相互の連携を密にした対応が必要

となる。

（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

Ａ市で居宅保護を受けていた単身者甲が死亡したが、葬祭を行う扶養義務者が

いないため、Ｂ市に居住している友人乙が葬祭を行うこととなった。

乙から葬祭扶助の申請があった場合、その実施責任及び保護の要否判定はどう

取り扱うべきか。

葬祭扶助の申請者である乙は甲の扶養義務者でないため、設問の場合は、法第18条第２

項第１号の規定が適用される。この場合、乙の資力の有無にかかわらず葬祭扶助の決定を

行うこととなる。

また、この場合の保護の実施責任は、局長通知第２－１１により、死亡した被保護者に

対する従前の保護の実施機関、つまりＡ市がその実施責任を負うこととなる。

これは、法第18条第２項第１号の規定が実費弁償的な性格を有していること、及び、保

護金品は葬祭扶助を行う者に対して支給されるものであるが、実質的には死亡した者に効

果が帰属することとなることをも考慮し、これまでの保護の実施機関が実施責任を負うこ

ととしているものである。

局長通知第７－９－（２）参照
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（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

  Ａ市居住の、保護を受けていなかった単身者甲が死亡した。葬祭を行う扶養義

務者がいなかったため、Ｂ市に居住している知人乙が葬祭を行うこととなった。

乙から葬祭扶助の申請があった場合、その実施責任及び保護の要否判定はどう

取り扱うべきか。

甲は生前に保護を受けていなかったこと、及び葬祭扶助の申請者乙は甲の扶養義務者で

はないことから、法第18条第２項第２号の規定が適用される。この場合、乙の資力の有無

にかかわらず、葬祭扶助の決定を行うこととなる。

また、この場合の保護の実施責任については、死亡した甲の住んでいた場所を所管する

保護の実施機関がその実施責任を負うものである。

（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

  特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の入所者で生前に保護を受けていな

かった者が死亡し、施設長等死亡者の扶養義務者以外の者が葬祭を行った場合、

その実施責任及び保護の要否判定はどう取扱うべきか。

特別養護老人ホームの入所者で生前に保護を受けていなかった者が死亡し、ホームの施

設長等死亡者の扶養義務者以外の者が葬祭を行う場合は施設所在地の保護の実施機関がそ

の実施責任を負う。

なお、区市町村が老人福祉法第１１条第１項の規定に基づき養護老人ホーム若しくは特

別養護老人ホームに入所措置した者については、その者が死亡した場合において、当該入

所措置を行なった区市町村が葬祭を行ない、または入所施設に葬祭を委託することができ

るため、生活保護法の葬祭扶助を適用する必要はないものである（老人福祉法第１１条第

２項参照）。
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     遺留金品のない単身者が死亡した場合の生活保護法の取扱い     

葬祭執行者あり

生活保護法適用

生活困窮した扶養義

務者が執行する場合

扶養義務者でない

者が執行する場合

死者が被保護者

である場合

死者が被保護者

でない場合

１８条１項 １８条２項１号 １８条２項２号

（実施責任）

葬祭を行う者に対する

保護の実施機関

（要否判定）

葬祭実施者の世帯に対

して保護の要否判定を

行う

（実施責任）

死亡した被保護者に対

する保護の実施機関

（要否判定）

葬祭を行う者の資力等

にかかわらず葬祭扶助

を適用する

（実施責任）

死亡した者の所在地

(＊)を管轄する保護の

実施機関

（要否判定）

葬祭を行う者の資力等

にかかわらず葬祭扶助

を適用する

（＊）「死亡した者の所在地」とは、死亡者の住んでいた場所（不明な場合は死亡地）を

指す。
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  「行旅病人及行旅死亡人取扱法」「墓地・埋葬等に関する法律」の取扱い   

葬祭執行者なし

行旅病人及行旅

死亡人取扱法

墓地・埋葬等に

関する法律

① 行旅中に死亡し、

引取者のない場合

② 住所、居所、もし

くは氏名が不明で引

取者のない場合

③ 引取者のない死胎

死体の埋葬又は火葬を

行う者がいないか判明

しない場合で、行旅死

亡人①～③に該当しな

い場合

死亡者の所在地の市町

村長が葬祭を行う

死亡地の市町村長が葬

祭を行う
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（問６－89） 単身者に対する葬祭扶助の適用

  単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、それを葬祭扶助に充当す

ることとなっているが、なお残りがある場合はどのように処理すべきか。

被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないときは、他に

葬祭を行う者があれば、その者に対して葬祭扶助を行うことができることとなっている。

（法第18条第２項第１号）

また、上記の規定により葬祭扶助を行う場合、保護の実施機関は、その死者の遺留の金

銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金を

これに充てることができる。（法第76条第1項）

したがって、単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合の処理は、以下によること。

１ 戸籍謄本、除籍謄本等により相続人のないこと又はあることが明らかでないことを確

認する。

２ 相続人以外の親族で、本人の葬祭を行う扶養義務者がいないことを明らかにすること。

３ 上記２点を踏まえ、法第18条第２項第１号に該当する場合として葬祭を行う者に葬祭

扶助を決定する。

４ 葬祭扶助を決定するに際し、遺留金品がある場合は、保護の実施機関は遺留金品を処

分し葬祭費に充当する。この場合、物品を売却するときは、競争入札によらなければな

らない。ただし、有価証券及び見積価格が一定額以下の物品（各自治体の規則等による。）

並びに競争入札に付しても落札しなかったものは、随意契約により処分しても差し支え

ない。

  なお、物品について、保護の実施機関の裁量により売却、充当を不適当と認められる

ときは、以上の取扱によらず処分して差し支えない。

５ 遺留物品を売却して得られた代金及び遺留金が葬祭扶助基準額に満たないときは、そ

の不足分について葬祭扶助を決定する。

６ 遺留物品の処分に相当の日時を要するため、保護の実施機関が遺留物品の処分以前に

葬祭扶助費を支出した場合であって、その後当該物品を処分して得られた代金及び遺留

金の合計額が先に支出した葬祭扶助費に満たないときは、その金額を葬祭扶助費に戻入

する。

７ 上記の場合で、処分して得られた代金及び遺留金の合計額が葬祭扶助費の額を超える

ときは、その葬祭扶助費の額に相当する金額を戻入する。（葬祭扶助の決定は、「取消

し」となる。）

８ 戻入した後の残額が相続財産管理人選任の手続に要する費用を超える場合には、福祉

事務所長名で家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行ない、管理人が選任され

たら速やかに、福祉事務所は保管する遺留金品の引継ぎを行なう。

  この手続きは、生活保護上の規定（法施行規則第２２条２項）により行なうもので、

この場合には、改めて家事審判法７条において準用する非訟事件手続法第１６条の規定
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により、検察官に対して通知することは要しない。

９ 残額が少額で、相続財産管理人選任の手続に要する費用に満たない場合は、当分の間、

その残金を家財処分に要する費用、通夜の費用、死者の供養を行うための費用等、保護

の実施機関が適当と判断する費用として、葬祭実行者（葬祭を業とする者を除く。）に

処分させて差し支えない。

  この場合、当該残金の清算については、報告書を徴する等事務処理の適正に十分配慮

する。

  なお、上記の取り扱いは、法第18条第２項第２号の規定による葬祭扶助の場合におい

ても、同様である。

注：行旅死亡人取扱法による葬祭及び老人福祉法の措置による葬祭を行なった後の遺留

  金品については、所管する実施機関が民法９５２条に規定する「利害関係人」にあた

  るか否かの法上の明示がないため、家庭裁判所あての相続財産管理人選任の申し立て

  によることとせず、上記の非訟事件手続法第１６条「官庁・公吏の検察官への通報」

  の規定により、所轄検察庁の検察官あてに通知することが必要とされるので留意する

  こと。

（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）

  成年後見を受けていた単身の被保護者が死亡し、遺留金品がある場合には、後見

人報酬と葬祭扶助のどちらが優先されるか。

成年後見人報酬は、被成年後見人の財産に係る共益の費用と見なされる。民法第３

２９条第２項但書きにより、共益の費用は特別の先取特権も含む全ての債権に優先す

る旨が規定されている。遺留金品に対して生活保護法に根拠を置く葬祭扶助に係る特

別の先取特権と成年後見人報酬が競合した場合は、成年後見人報酬の先取特権が優先

される。

したがって、成年後見を受けていた被保護者が死亡した場合には、遺留金品から成

年後見人報酬の支払がされた後に、葬祭扶助費用に充てることになる。

＊民法第３２９条第２項「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取

特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべて

の債権者に対して優先する効力を有する。」
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（問６－90） 遺留金品の処理方法

  単身の被保護者が死亡した場合で、葬祭を行った後においても多額の遺留金品

があるときの処理方法について示されたい。

生活保護法施行規則第２２条２項の規定により、福祉事務所長は家庭裁判所長に相続財

産管理人選任の申し立てをする。

申立て費用

１ 申立人

  相続人がいない被保護者が死亡した場合、保護を行なっていた実施機関は利害関係人

として相続財産管理人選任の請求をすることができる。この場合、福祉事務所長名によ

り、申立てを行なうことになる。

２ 申立先

  被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

３ 申立てに必要な費用（東京家庭裁判所の場合）（平成２６年度現在）

  申立書に添付する収入印紙代８００円

  連絡用切手８２円×９枚、１０円×８枚

  官報公告料（３，７７５円）

以上は、相続財産の中から支払えない費用となるため、申立人（実施機関）が事務的経

費として支払うこととなる。

４ 申立てに必要な書類

①申立書１通（様式）

  所長名（公印押印のこと）で作成し、申立てに至る経緯を簡潔に記載する。利害関係

については、根拠法令を明示しておく。

②被相続人及び被相続人の両親の出生から死亡までの継続した戸籍謄本・除籍謄本・改

製原戸籍謄本 １通

③被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 １通

④（相続人全員が相続放棄した場合）相続人全員（被相続人より先に死亡した者の分も

含む）の戸籍謄本 各１通

⑤（相続人全員が相続放棄した場合）相続人全員の相続放棄申述受理証明書

⑥利害関係を証する資料

（申立書の「申立ての事情」の欄に経緯と根拠法令の記載があればよい。）

⑦被相続人の身分関係図（被相続人を中心に親族関係と死亡又は相続放棄の日付を記入）

⑧財産目録 １通（ひな形様式あるが、任意の様式でも可）

⑨相続財産の存在を証する書面

  ア 不動産・・・不動産登記簿謄本(未登記物件の場合、固定資産評価証明書)

  イ 預金 ・・・残高証明書または通帳のコピー

  ウ 株券 ・・・配当通知書のコピーまたは株券のコピー
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  エ 保険 ・・・契約書または保険証券のコピー  

５ 管理人選任に要する期間

  申立ての書類が整っていれば選任の審判は書類審査で行なうため、審問等は特になし。

申立書受理から約１か月程度で決定される。（管理人の人選は家庭裁判所が行う。）

６ 管理人選任後の手続

管理人が選任されたら、保護を行っていた実施機関（申立てを行なった福祉事務所）

は保管する遺留金品を管理人に引継ぎする。

その後、相続財産管理人選任の公告、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告、

相続人捜索の公告の計３回の公告を経て、相続人不存在の確定がされた場合は、国庫に

引継ぎとなる。各々の公告期間その他をあわせると、最終的に国庫引継ぎに至るまでは、

管理人選任請求から約１年６か月程度かかることになる。

※ 相続財産が不動産等の固定資産のみである場合、原則として１００万円を裁判所によ

り求められる。これを予納金といい、相続財産の管理費用や相続財産管理人の報酬など、

手続きにかかる経費の担保となるものである。相続財産に預貯金等の流動資産が含まれ、

相殺されるおそれが無く、相続財産から経費を賄えることが確実な場合は、予納金を求

められることはない。経費は事案によって異なるが、通常は計３０万円～４０万円位が

処理のために必要とされる。

（問６－91） 外国人の遺留金品

  外国人の被保護者が死亡した場合も、その遺留金品は葬祭費に充当されるが、

充当してなお残余があるときはどうするべきか。

外国人が死亡した場合、相続は本国法に基づいて行われるとされている（法の適用に関

する通則法第３６条）。

ただし、出入国管理及び難民認定法による難民認定を受けると、本国法が適用されなく

なり、居住地である日本の法律が適用される（難民の地位に関する条約第１２条）。

よって、認定難民以外の外国人が死亡した場合において、遺留金品を葬祭費用に充当し

てなお残余があるときは、本国法による相続人に引き渡さなければならない。

本国法による相続人が存在しない場合には、その遺留金品は我が国の民法第 951条以下の

規定に従い処理することになる。

なお、処理の具体的な手順は問６－90と同じである。
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（問６－92） 手術で切断した手足の火葬料

  手術で切断された手足について、病院が葬祭業者に焼却を依頼するため、数万

  円の費用請求がある。葬祭扶助の適用はできるか。

   生体から分離された肢体の一部の処理費用については、その処理方法も含めて、現行法

上特別の規定はない。埋葬の義務はなく、一般の社会通念に反しないように処理すること

になっている。従って、手術に伴う処置は、医療機関の責任になり、一方保険点数上その

費用についての規定はないので、診療報酬により請求することはできない。現行での対応

は、医療機関の責任において処理すべき事項であり、患者が埋葬等を希望し、自己負担を

了解している場合を除き、患者が費用負担をする必要はない。

現実には、患者が自己負担を求められる場合が多いが、葬祭扶助は死亡に際して支給す

るものであり、支給できない。生活扶助の一時扶助についても、現在のところは該当する

項目がないため、本人が埋葬等を希望した場合は本人負担となる。

（問６－93） 火葬料基準額加算について

  都内の民間火葬場を利用した場合、基準額への加算はどのように行うか。

都内においては都営火葬場のほか一部区市町村（事務組合も含む）で公営火葬場が設置

され、条例に基づいて火葬料が定められている。また、民間の火葬場も設置されている。

民間の火葬場を利用した場合、区市町村営火葬場がある区域の民間火葬場の場合は、当

該区市町村火葬場条例に定める費用の額を告示別表第８－２における「葬祭地の市町村条

例に定める費用」として、「葬祭地の市町村条例に定める費用－告示別表第８－２の額」

を上限として当該金額を基準額に加算する。また、区市町村営の火葬場がない区域におい

ては、都営火葬場の使用料が６００円であることから、当該区域に存する民間火葬場を利

用した場合であっても加算は行わない。

＜参考＞

   告示別表第８－２

葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める費用の額が次に掲げる

額を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
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   級地別    大 人    小 人

１級地及び２級地    ６００円    ５００円

  ３級地    ４８０円    ４００円

                              ＊A区・B区内にあるC-1火葬場のみ一部

                               事務組合条例料金と６００円の差額の

                               範囲内で、加算ができる。

                                C-2火葬場は都条例に基づくため、

                                加算ができない。

  区部・市部（１，２級地）

C 社火葬場 C-2

A 区・B 区

一部組合料金

C 社火葬場 C-1





第７ 収入の認定
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第７章 収入の認定

この章で扱う事項

１ 就労に伴う収入・・・問７－１～９－４

    （就労収入の認定及び収入充当の方法、更生施設入所者の更生積立金についてほか）

２ 就労に伴う収入以外の収入・・・問７－10～19-4
    （保険給付金や扶養年金の取扱い、年金収入の認定と法６３条の適用、退職金収入

  の取扱い、「その他公の給付」及び「その他臨時収入」の対象収入についてなど）

３ 収入として認定しないものの取扱い・・・問７－20～34
    （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、移転料の取扱い、福祉

  的給付金の特例的取扱い、重度心身障害者手当・児童育成手当の取扱いなど）

４ 就労に伴う必要経費、その他の必要経費・・・問７－35～42
  （自営業収入の必要経費、特別控除にあたっての収入認定方法、その他の必要経費

   の取扱いなど）

キーワード

【収入の関する申告及び調査】
  収入の認定は、最低生活費の認定とならんで保護の決定の基礎となるものであり、こ

れらが適正に行われてはじめて最低生活保障の水準が一定に保たれる。このうち、最低

生活費の認定は、保護基準に基づいて世帯構成などの客観的に把握しやすい事実関係か

ら認定することになる。一方、収入の認定は、世帯員の稼働状況や年金・手当等の受給

状況、世帯外からの仕送りの状況などをすべて把握したうえで認定を行う必要がある。

  したがって、資産・収入状況を適確に捕捉するとともに適正な収入認定を行うことが

求められる。

  生活保護制度においては、被保護者は、収入状況に変動があった場合の届出を義務づ

けられており（法第６１条）、実施機関は、保護の決定・実施等のために要保護者、被

保護者であった者又は扶養義務者の資産及び収入の状況等について書類の閲覧、資料の

提供又は報告を求めることができる（法第２９条）ことになっている。

  仮に、収入申告書に記載されている収入が過少であったならば、正当な扶助費よりも

多くの費用を受給することになり、不正（不当）な公金の支出となるほか、当該世帯が

最低生活を上回る生活を営むことになり、制度の適正な運用を妨げることになる。

  反対に、稼働収入の低下など世帯の収入減少の事実を見過ごしてしまった場合には、

収入を過大に認定した結果、正当な扶助費よりも少ない費用しか支給されず、当該世帯

が最低生活を下回る生活を余儀なくされることになり、制度の適正な運用ができないこ

とになる。

  いずれの場合にも、最低生活保障の実質的平等の確保ができない事態になれば、重大

な問題を生ずることになる。

  このように、収入申告及び収入状況調査は保護の適正実施にあたって重要な意味を持

つものであるため、被保護者及び実施機関ともに、正確な申告及び適正な収入認定を行

うための努力が常に求められるものである。
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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

    就労収入を前３か月の収入の平均月割り額を基礎として認定する場合の、原則

  及び実際の方法について示されたい。

１ 収入額の認定の原則

  収入がほぼ確実に推定できるときは、その額により、そうでないときは前３か月間程

度における収入額を標準として定めた額により、認定する。収入の認定に当たっては、

過去の収入の実績を認定のための資料として用いるが、これはあくまでも今後の収入予

測のための資料である。

  したがって、収入の認定は、基本的に将来に向かっての推定認定となる。

２ 認定指針及び要領

(1)  収入が変動しない定期収入については、その月額を基礎として算定する。

(2) ある程度の変動はあっても、安定している継続的な収入については、前３か月の平

均額をもって推定額を算出した上で認定する。

(3) 保護継続中の者が新たに就労した場合であって、当該月の収入として計上すること

が不適当なときは、当月の収入を翌月の収入として計上する。

      なお、保護継続中の新規就労開始以外の場合においても、当月の収入を翌月の収入

として計上すべき事情がある場合には、当該収入を翌月の収入と見なして計上すること

として差し支えない。

(4) 収入認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合

    ① 戻入となるときは、遡及変更することなく、返還額を翌月以降に充当して計上する

ことができる。

    ②  追加支給を要するときは、翌月分での収入の減額調整は認められず、変更決定を行

った上で、変更月当月に追給する。

３ 前３か月の平均収入による認定方法（上記２－(2) )

    実施要領によると、「収入額が月によりある程度の変動が予想されるが、一定期間に

ついて観察すれば安定した継続的収入が得られると認められる場合は、３か月を越えな

い期間ごとに認定した収入の平均月割額を基礎として支給額の算定を行うこと。」とさ

れている。

    この場合に認定される前３か月の平均収入額は、あくまで推定認定の考え方に基づいて

いる。つまり、これは、直近３か月の収入実績の平均額をもって次回の収入額を推定す

るものである。

    したがって、「収入認定を変更すべき事由が、事後において明らかとなった場合」に



- 218 -

は、所要の事後調整が必要となってくる。すなわち、後になって確認される実際の収入

額と当初に推定された認定額とがある程度の範囲を超えて異なる場合には、所要の事後

調整を行わなければならない。

  被保護世帯の月々の生活は、その月々において保障されなければならないものであり、

次回に予定されている３か月平均額の認定変更によっていずれは調整されるものであっ

ても、変動幅が大きい状態をそのままにしておくことは好ましくない。

    したがって、前３か月平均による収入認定額の算定方法をとる場合には、以下の点に

留意する。

(1) この算定方法が適当と認められるための条件

    ① 各月の収入額の変動が小幅であること。目安としては、当該３か月の平均額に対

してそれぞれの月の収入額との差額が、当該３か月分の平均額に対応する基礎控除

額の範囲内に収まっているかどうかで判断する。

    ② 一定期間について観察すれば安定した継続的収入が得られること。働いている者

の就労条件その他が安定しているかどうかを十分検討する。

(2) 収入認定額を事後に変更すべきかどうかの判断

      算定した平均収入額と、当該月の実収入との間にある程度の差が生じた場合は、当

該月の認定額を変更する。この場合の目安も (1)の①と同様である。

(3) 収入認定額の変更

    ① 返還額が生じる場合

返納すべき額を返還させるか、若しくは、変更を行ったとしたら生じる返納額を

翌月以降に充当する。

    ②  追加支給額が生じる場合

        別途、追加支給する。

(4) その他の留意事項

① 収入認定額を変更する必要がないと判断した場合は、当初の前３か月平均による

収入認定額（推定認定額）をもって当該月の収入認定額及び扶助額はそのまま確定

する。

        少額の差額は、この算定方法が続く期間中は、次回の認定額の変更決定によって

順次調整されていくことになるが、その場合でも、この収入認定の方法は３か月ズ

レ認定の方法ということではない。言い換えれば、前３か月平均によって算出され

た額が、当該月の収入額として確定するものである。

② 月々の収入額が安定していない場合は、平均収入による認定の方法によらず、毎

月、収入の認定変更を行う。

      この場合、翌月分の収入変更の事務処理の締切り日前に当月分の収入認定が行われ、

かつ当該収入を翌月分の収入と見なす取扱いを行っているときは、当初から確定額に

よる収入の認定が可能となる。それ以外の場合は、その月の当初に支給した扶助額（前

月分の変更に基づく扶助額、又は合理的な根拠に基づく推定認定額により算定された

扶助額）に対して、事後に確定額をもって収入認定変更を行い、所要額の追給又は戻

入（又は翌月収入充当）の処理を行うこととなる。
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事例１  保護受給中の就労開始 （翌月認定の例）

  １月 ２月   ３月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月

     ０      ０      ０      ０ 89,000 90,000 87,000 86,000 88,000

保 護 開 始   ３月５日

就 労 開 始     ５月１日

  毎月の給料日       ２５日（５月２５日が就労後最初の給料日）

  ３月分収入認定額     ０円

  ４月分収入認定額         ０円

  ５月分収入認定額         ０円（翌月の収入として取り扱うこととした）

  ６月分収入認定額 ８９，０００円（５月分の収入を認定。５／２５の収入（確定額）  
                                      をもって６／１付収入変更を行う）

  ７月分収入認定額 ９０，０００円（６月分の収入を認定。６／２５の収入（確定額）

                  をもって７／１付収入変更を行う）

  ８月分収入認定額 ８７，０００円（７月分の収入を認定。７／２５の収入（確定額）  
                                       をもって８／１付収入変更を行う）

９月分収入認定額 ８８，６６６円

⇒５月、６月、７月の収入実績に基づき、８月に得るであろう収入を推定して９／１

付 収入変更。以後平均収入による推定認定とする。

（８９，０００＋９０，０００＋８７，０００）×１／３＝８８，６６６円

        ＊ ８８，６６６円に対応する基礎控除額は２２，４００円であり、５月、６月、

    ７月のいずれの月の収入額との差も基礎控除の範囲内に収まっている。

        ＊ ８／２５の実際の収入額は、８６，０００円であったが、推定認定額との差は

大きくない（２２，４００＞２，６６６）ため、事後の調整は行わない。したが

って、９月分扶助費は確定することになる。

  １０月分収入認定額 ８８，６６６円

        ＊ ９／２５の実際の収入額は、８８，０００円であったが、推定認定額との差は

大きくない（２２，４００＞６６６）ため、事後の調整は行わない。したがって、

１０月分扶助費は確定することになる。

  １１月分収入認定額 ８８，６６６円

        ＊ １０／２５の実際の収入額次第では、所要の事後調整を行う。

この取扱いは、推定額と認定額の差の大小が問題となる。これは、少なくとも基礎控除

額を越えないという判断基準を示したものであり、あくまでも上限額であるので、この額

を超えない場合でも、家計の弾力性等の状況に応じて変更する。
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事例２  収入認定継続中の収入の変動 （当月認定の例）

  １月   ２月   ３月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月

86,000 84,000 85,000 88,000 50,000 88,000 30,000      ０      ０

     前３か月平均による収入認定を行っていた。（保護継続中）

     その月の収入を当月に認定。

     ３月以前分は、省略。

４月分の収入認定額（推定） ８５，０００円

    １月、２月、３月の収入実績に基づき４月分の収入額を推定した上で、４／１

   付収入変更おこなう。

    （８６，０００＋８４，０００＋８５，０００）×１／３＝８５，０００円

          実際収入が８８，０００円であり、変動が小さいため変更せず。４月分保護費は

確定する。

          ５／１日付収入変更を行わず、４／１日付収入変更を継続する。

  ５月分の収入認定額（推定） ８５，０００円

          実際収入が５０，０００円であったため、認定額を事後において変更する必要が

生じた。５月１日付変更を５０，０００円の認定額で変更決定し、既支出額との差

額分を追加支給する。また、翌月６月分の収入額の見通し次第では、６月分認定額

を８５，０００円に戻すか、５０，０００円のままにするかを決めなければならな

い。

  ６月分の収入認定額（推定）a  ８５，０００円

         （５月分のみが低額であると判断される場合）                       
          （推定）b  ５０，０００円

         （６月も５月分収入と同様の見込みと判断される場合）

実際には、６月分収入は８８，０００円であったため、aの場合は改めて変更せず

に確定し、bの場合は６月１日付変更を改めて行い、差額を返納させる。（翌月収入

充当しても差し支えない。）

          ７月分収入の推定に際しては、４月、５月、６月の単純平均は適当でない。変動

の可能性を調査の上、適正に認定する。

  ７月分の収入認定額（推定）  ８８，０００円

          （５月は特別な事情があったのでこれを除外し、４月分と６月分の２か月平均が

妥当と判断される場合）

          実際には、７月分収入は３０，０００円であったため、７月１日付変更を改めて

行い、差額を追加支給する。

          ８月分以降の収入が得られないと推測される場合には、８月１日付の変更におい

て、収入認定を除くことになる。

  ８月分の収入認定額（推定）       ０円
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事例３  継続就労中の者の保護開始 （１）（開始日の後に給料日がある場合）

  １月   ２月   ３月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月

86,000 84,000 85,000 88,000 89,000 90,000 87,000 86,000 88,000

  毎月の給料日                 ２５日

  保 護 開 始            ４月１０日

  申請時所持金      ５０，０００円

  保護の 基準  １２０，０００円

                                  （ここでは、基礎控除は無視することとする）

保護の要否判定

    給料の推定残額（３月給料が理論上いくら残っているかを推定する）
               １６                 （１６＝３／２５～４／９）
          ８５，０００×（１－          ）＝３９，６６６

                                 ３０

    申請時所持金－給料の推定残額・５０，０００－３９，６６６＝１０，３３４

    ８５，０００（前３か月平均）＋１０，３３４＝９５，３３４

          ９５，３３４＜１２０，０００ ……… 要保護

程度の決定  （申請時所持金５０，０００円は、世帯の保護基準の１／２以下である

ため、全額保有容認。就労継続中の者の保護開始の場合であるが、その

月の収入を翌月に認定する方法をとる）

  ４月分

                                ２１

      １２０，０００×         ＝８４，０００

                                ３０

  ５月分

            １２０，０００－８５，０００＝３５，０００

  ６月分

      １２０，０００－８５，０００＝３５，０００

  ７月、８月、９月分

            １２０，０００－８９，０００＝３１，０００

              （８９，０００円は、４月、５月、６月の３か月平均の額）
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事例４  継続就労中の者の保護開始 （２）（開始月にその月の給料日がない場合）

  １月   ２月   ３月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月   ９月

86,000 84,000 85,000 88,000 89,000 90,000 87,000 86,000 88,000

  毎月の給料日            ２５日

  保 護 開 始          ４月２９日

  申請時所持金      １０，０００円

  保護の 基準    １２０，０００円

                                   （ここでは、基礎控除は無視することとする）

  保護の要否判定

     給料の推定残額（４月の給料が理論上いくら残っているかを推定する）

               ４

       ８８，０００×（１－        ）＝７３，６６６

                             ３０

     申請時の所持金－給料の推定残額・１０，０００－７３，６６６＝－６３，６６６

         申請時所持金のうち、要否判定に用いる収入はない

               ８５，６６６＜１２０，０００ ……… 要保護

             （８５，６６６円は２、３、４月分の平均月割り額）

  程度の決定 （申請時所持金１０，０００円は、世帯の保護基準の１／２以下であるた

め、全額保有容認）

  ４月分

                  ２

      １２０，０００×        ＝８，０００  （４月は、収入認定なし）

                 ３０

  ５月分

      １２０，０００－０＝１２０，０００

       （注）給与の支給日が月の下旬となるため、５月分の推定収入を翌月認定する。

  ６月分～８月

      １２０，０００－８５，６６６＝３４，３３４

        （８５，６６６円は、２月、３月、４月３か月分の平均月割り額）

  ９月分

      １２０，０００－８８，６６６＝３１，３３４

        （８８，６６６円は、５月、６月、７月３か月分の平均月割り額）
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（問７－２） 翌月収入充当の方法

  扶助費支給額の遡及支給変更決定処分を行えば生ずることとなる返納額を、次

回支給月以後の収入充当額として処理する場合の留意点について示されたい。

１ 根拠

    局長通知第１０－２－（８）

２ 経過

    この規定は当初、最低生活費の過大認定の是正措置として設けられた。その後、昭和44

年に、収入認定額を過少に設定した場合の是正措置として拡大された。

３ 効果

    実質的に相殺と同様の効果がある。

４ 留意点

(1) 充当可能な資力が現にあるか否かに留意し、本人の了解を得なければならない。

(2) 機械的に実施して、最低生活費を大幅に割り込んだ生活を強いることのないよう注

意する。

５ 決定調書上の処理方法

  （事例）平成１７年

  １月   ２月   ３月   ４月   ５月   ６月   ７月   ８月 ８月賞与

63,000 62,000 64,000 65,000 66,000 64,000 66,000 66,000   50,000

   １月～３月の平均月収６３，０００円をもって４月１日付の収入変更を行っていた者か

ら、４月～６月の収入申告（平均額６５，０００円、この額をもって、７月～９月の認定

額とすることとなる）を受けた。

   今回、７月１日付の収入変更を行うに当たり、この変更決定を行えば生ずることとなる

返納額を次回支給月（８月）の収入充当額として処理する。

    また、８月に５万円の賞与が出ている。

(1) 収入充当した月の基礎控除

      収入充当額＝７月に本来収入認定すべき額（収入額－基礎控除額）－ 既認定額  

＝（６５，０００－１７，９８０）－ ４５，７１０

                ＝  １，３１０

(2) 収入充当した月の基礎控除

    ① 当該月（８月）の勤労収入に対して基礎控除を適用する。

    ②  収入充当額は７月分の基礎控除をした後の返納額相当分であるので、この分は収

入充当月（８月）の基礎控除の対象から除く。
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       ８月分勤労収入６５，０００円（４月～６月の平均額）と５０，０００の賞与収入

を合計した１１５，０００円に対して２４，０８０円の基礎控除を認定することとなる。

１，３１０円の収入充当額は基礎控除の対象としない。

(3) 特別控除の算定（特別控除は平成２５年８月以降廃止されている。）

      特別控除の基礎となる収入年額の計算をする場合、収入充当額が漏れないよう注意

する必要がある。

      前年の１０～１２月の平均収入が６４，０００円であり、１月１日付収入認定額を

６４，０００円としていたと仮定すると、決定調書上の収入認定額は以下のとおりで

ある。

        １月～３月 ６４，０００円 ×３ ＝ １９２，０００円

        ４月～６月 ６３，０００円 ×３ ＝ １８９，０００円

        ７月        ６５，０００円

        ８月        ６５，０００円 ＋ ５０，０００円 ＝ １１５，０００円

        合 計    ５６１，０００円

                    ５６１，０００ × １／１０ ＝ ５６，１００円

        つまり、７月分収入が６３，０００円ではなく、６５，０００円であること。

  変更年月日 １７．４．１基準改定 １７．８．１収入変更 1７.9.1
賞与収入及び収入充当削除

生活

基準

第１類    38,180     38,180    38,180     38,180    38,180     38,180
第２類     43,430     43,430     43,430

住 宅 基 準     55,000     55,000     55,000
教 育 基 準

生・住・教・計    136,610    136,610    136,610
収入充当額     45,710     36,130     47,710
算

出

内

訳

実収入総額     63,000    116,310     65,000
  内     容 勤  63,000 勤  65,000

賞  50,000
充   1,310

勤  65,000

控除額     17,290     80,180     17,290
  内     容 基  17,290 基  24,080

特  56,100
基  17,290

過不足金額     90,900    100,480     88,900
扶

助

決

定

額

生活扶助     35,900     45,480     33,900
住宅扶助     55,000     55,000     55,000
教育扶助     ０         ０         ０
合  計     90,900    100,480     88,900
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（問７－３） 過去に働いた賃金の一括受領

  会社の経営状態が悪化したため、被保護者の給料が遅配となった。福祉事務所

では、その月の収入認定額を０円とする変更決定を行っていたところ、３か月後

に、それまでの分の給料がまとめて支払われた。

この場合、収入認定をどうすべきか。

  なお、本人の就労は継続していた。

  給料を毎月受領していた場合は、就労に伴う収入として月々認定を行い、それぞれ勤労控

除を適用するところである。本事例は、本来、毎月受領するはずの給料が会社の都合によ

り、一括して支払われたものとされている。

基礎控除は、勤労に伴って増加する生活需要を補填することとともに勤労意欲の助長を

図るものとされている。

遅配となった給料が後になって支払われる場合、時日を要することが多いため、同月内

での遅配以外は、法第63条による返還金として取り扱う。資力の発生日は本来の各月の給

料支給日となる。この場合、保護受給中の給料である限り、収入認定による処理の場合の

考え方を踏まえて、それぞれの月の収入ごと基礎控除後の収入額を法第63条の対象収入と

する。

（問７－４） 退職後に就労収入があった場合の取扱い

  退職した者が、保護開始後に退職前の就労収入を得た。

  この就労収入について、収入認定上の取扱いはどうなるか。

１  事例

        前回の収入                退職            保護開始         収     入

                

       ６／１０       ６／２２        ６／２７     ７／１０

  本事例の収入は、就労によって得られたものであるが、保護申請日現在就労していない

ので通常の就労収入とは見なさず、「保険金その他の臨時収入」（次官通知第８－３－ (2)
－エ－（ｲ） ）として取り扱う。

    これは、基礎控除適用の趣旨が勤労に伴って増加する経常的生活需要の補填と勤労意欲

の助長とにあることからして、事例の場合は、そうした必要性が認められないことによる

ものである。また、資力の発生日は、勤労収入と同様、給料支給日となる。

    したがって、社会保険料等の必要経費の実費控除を行った後、８，０００円を超える額
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を、支給月(７月)の収入として認定することとなる。

    また、保護開始時の要否判定に際しても、定期的な収入のない世帯としてとらえるので、

前３か月平均による給料月額を要否判定上の収入として用いないことから、申請時所持金

から前回の給料の推定残額を算出する処理は必要なく、専ら申請時所持金により、要否の

判定を行うことになる。直近に予定されている退職前の就労収入の見込み額については収

入認定の対象となるが、仮に収入額が生活保護基準を上回ったとしても、分割収入認定を

行なうことによって保護を継続することも差し支えない。

    なお、収入認定の際、高齢及び不況等を理由とする失業であれば、現に就労のための活

動をしている場合には、退職前の就労収入から基礎控除を適用することは、勤労意欲の助

長の観点からも認められるものである。

一方、在職中の賃金に加えて退職金収入が確実に見込まれるような場合は、退職金につ

いては資力発生日が退職日となるので、法第６３条により支給済保護費の返還を求め、な

お資力に残余がある場合は将来に向けて収入認定を行う。

２  継続就労している者に対し保護を開始したところ、開始後間もなく退職した場合の収

入認定の取扱いは、下記のとおりとなる。

      前回の収入            保護開始                退職             収   入

                        

       ６／１０       ６／２０        ６／２７      ７／１０

    この場合の収入は、勤労収入として、通常どおり基礎控除を適用して差し支えない。

    また、保護開始時の要否判定に際しても、当初は定期的な収入のある世帯としてとら

えているので、申請時所持金から給料の推定残額を算出し、通常どおりの処理を行うこ

とが必要である。

（問７－５） 高校生の就労収入

  高校生が、アルバイト等就労した場合の就労収入の取扱いはどうなるか。

  高校生がアルバイト等の就労をした場合の収入については、収入認定の原則どおり基礎控

除及び未成年者控除を適用して、収入認定額を算定し、収入認定することになる。

なお、就学費用の控除については、就学経費の総需要及び就学扶助の支給状況、その他

の就学費用収入の有無について把握したうえで、必要な最小限度の額を控除すること。具

体的には、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、部活動費(学習支援費で賄えな

い部分)、卒業アルバム積立金等の経費、学習塾費等（高校就学のための予習や補習又は大

学等進学を目的とした経費であり、入会金、授業料（家庭教師の月謝を含む。）、講習会

費、学習塾等で使用される教材費、模擬試験代、学習塾への交通費）が控除の対象となる。
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就労収入からの「就労や早期の保護脱却に資する経費」の認定については、問７－32－

２，３を参照のこと。

  課長問答 問８の５８

  問６－80  参照

（問７－６） 給料を差し押えられている場合の収入の認定

  裁判所の決定により、給料の一部が差押えられている場合、その者の給料の収

入認定上の取扱いはどうなるか。

  裁判所は、債務者の生活状況等により、差押えの範囲を変更したり、場合によっては差押

え命令自体を取り消したりすることができるとされている。したがって、保護を開始され

る者の給料が差押えを受けていたり、又は保護受給中の者が給料の差押えを受けたりした

ときは、福祉事務所としては被（要）保護者に、裁判所に対して生活保護受給中である旨

の申立てを行うよう指導する必要がある。

  しかしながら、現実に給料が差押えを受けている間の収入認定上の取扱いについては、以

下による。

  差押え命令が発せられた結果、被保護者の給料等の一部が支給されなくなった場合に、当

該収入の全額（差押え前の額）を認定することは、現実にはない収入を認定することとな

るため、現実に支給される部分の給料の額を認定する。

  具体的な処理としては、差押えを受けた部分を実費控除として取扱い、差押え前の額につ

いて基礎控除等を適用するものである。

  こうした取扱いは、過去の負債の償還を認める結果となるが、正規の手続による差押え命

令を強制力を持たない通常の負債の償還とは同一視することはできず、やむを得ないもの

である。

  なお、保護金品に対する差押えについては、法第５８条において、禁止されている。

民事執行法第１５２条、１５３条

（問７－７） 更生施設入所者の更生積立金について

    更生施設に入所している者に稼働収入がある場合、退所時の需要に対応するため

に収入認定を保留し、積立を認める制度としての「更生積立金」とはどのようなも

のか。
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１ 概 要

  更生施設入所者のうち、退所後に自立廃止が見込める者の就労収入について、当該収

入を退所後のアパート確保等の経費に当てさせるため、収入認定を一定期間猶予する取

扱いを認める。就労収入については法第６３条を適用して収入認定は猶予し、更生施設

において管理する（管理する金銭を「更生積立金」という）。

  更生積立金については、実施機関が必要と認定した退所後の需要分の返還を免除する

こととし、余剰分は返還させる。また、不足が生じた場合は一時扶助を適用する。

２ 趣 旨

  更生施設入所者が、入所中の就労により就労収入を得ている場合、通常の保護の実施

要領上の取扱いにおいては、次のとおり取り扱う。

(1) 実施機関は当該収入の収入認定を行い、入所者は基礎控除、必要経費を除いた収入

  を更生施設に支払う。

(2) 入所者が、自立が可能な程度の就労収入を得るようになり、保護から脱却すること

となった場合、退所に当たって通常はアパート確保の費用、家具什器費、被服費（布

団代）等の需要が生じるが、この経費については実施機関が一時扶助として支給する。

しかし、更生施設入所者にあっては、以上のような通常の取扱いを行うことが本人の

就労への意欲を削ぎ、自立を遅らせる結果となる場合がある。

すなわち、更生施設での保護においては、就労収入は本人が施設に支払うこととな

り、収入を直接自らの生活費として消費することができないため、居宅での保護にお

いて収入を生活費の一部に当てることができるのと比較し、本人が就労による収入を

得たことの実感や喜びを得にくい。このことが、就労の意欲を削ぐこととなり、自立

に影響を及ぼすことが懸念されるのである。

そこで本取扱いにおいて、自立廃止が見込める者については就労収入の認定を一時猶

予し、退所後の生活需要を自らの収入により賄わせる取り扱いを行う余地を認め、入所

者の就労への意欲を高め、その自立を進めることとする。

３ 本取扱いの対象となり得る者

  実施機関及び更生施設の協議により就労による自立廃止が可能であると判断された者。

本取扱いは、自立が見込まれると判断した場合にのみ適用されるものである。したが

って、当初自立が見込まれたが、その後実施機関が当該対象者について当面自立の見込

みがないと判断することとなった場合においても、退所時に法第６３条を適用すること

を前提に収入認定を留保し（既積立金は引き続き施設が保管する）、以降の就労収入に

ついても更生積立金の扱いを継続することとして差し支えない。

  なお、更生施設を退所する時点において、結果的に自立に至らなかった者についても、

既に積み立てている金銭について法第６３条を適用することとし、項目９に掲げる費目

（ただし、(6)は除く。）について返還免除を行うこと。

４ 本取扱いの実施の決定

本取扱いは、前項３に該当する者について、実施機関が必要と判断した場合に、実施

機関の決定により行うことができるものである。
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なお、決定に当たっては更生施設と十分協議を行い、協議が整った場合には文書によ

り連絡する。

（注）更生施設入所者の就労収入については、必ずこの取り扱いを行うということでは

   ないので注意する。

５ 収入認定を猶予する対象収入

  就労収入から基礎控除、必要経費（交通費等）を控除した、本来収入認定を行う収入

額。

なお、特別控除は行わず、退所時に収入認定を猶予した分に対して法第６３条を適用

する際に行う。ただし、特別控除を行うのは平成25年7月以前の収入に対してである。

  基礎控除分、必要経費については、本来入所者本人が管理・消費するものであるので

本取扱いの対象から除く。

６ 就労自立給付金の取扱い

  収入認定を猶予している期間は、収入充当額が０円であるため、就労自立給付金の算

定額も０円である。ただし、更生積立の目標額を達成して収入認定を開始したときは、

問１３－３の実務に従って就労自立給付金の算定を行った上で支給する。この場合、収

入認定猶予期間も、算定対象期間に含まれる。

７ 実際の手続き

  本取扱いを行うことを決定した場合は、次のとおり実施する。

(1) 更生施設は対象者の収入額について、「収入申告書」をもって月々実施機関に報告

する。

(2) (1)の収入のうち、基礎控除、必要経費を除いた分について、実施機関は収入認定

を猶予する。その決定内容については、被保護者本人に通知（法第63条による取扱い

の通知を含む）すると共に、通知の写しを更生施設あて送付する。

(3) 収入認定を猶予した分については、次の項目８に従い、更生施設がこれを管理する。

(4) 対象者の自立による退所が決定した時は、実施機関は９に掲げる項目のうち当該対

象者に必要と判断した項目の必要な実費相当額について、法第６３条の適用に当たり

その返還を免除し、必要な実費相当額を超える分について返還させる。

  （注１）収入が必要な実費相当額に不足する場合、当該不足分について一時扶助を適

用する。項目９の(6)（１月分の最低生活費）が必要と判断される場合は、更生

積立金は (6)から充当すること。その上で (1)から(5)までの分の不足分につい

て一時扶助を適用する。

  （注２）入所中に積立額が９に掲げる全項目の合計額に達した場合には、実施機関は

その時点以降、速やかに収入認定を行う。

  （注３）入所してから、短期間で多額の就労収入を得て退所に至った場合、法第６３

条適用時の返還対象額（支給済み保護費）が、項目９に掲げる費用に達しない

ことが想定される。この場合、返還対象額を上回り、収入認定の対象となる額

のうち、項目９に掲げる額に達するまで、収入認定除外の取扱い（次官通知第

８－３－（３）－オ）として差し支えない。つまり、返還免除額と収入認定除

外額を合わせて項目９の額を充たすこととなる。下記10の方法による。

(5) 実施機関は、上記の手続き、経過、積立金額をケース記録に記載してこれを管理す
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る。

８ 更生施設における更生積立金の管理

  更生施設において、更生積立金管理簿等を作成し、就労収入を管理する。

  施設における積立金の管理は、実施機関における収入認定猶予の前提となるものなの

で、更生施設は対象者から預貯金通帳、キャッシュカードの全てを預かること。

  基礎控除分・必要経費また加算の累積金等については、本来入所者本人が管理・消費

するものであるため、更生施設がこれらを本人の委託により管理する場合も、更生積立

金とは別に取り扱う。

９ 返還免除を行う範囲

  次の項目のうち、当該対象者について実施機関が必要と認めた項目の実費相当額上限

(1)  敷金、礼金等  住宅扶助限度額の４倍以内の実費       28年度 279,200円

(2)  退所当月の日割分及び前家賃（１月分）住宅扶助限度額以内の家賃額の実費  

                                                  28年度 69,800円及び日割額

(3) 移送費（転居）                                                  実 費

(4) 家具什器費  特別基準限度額以内の実費              28年度 44,400円

(5)  被服費（布団代）基準額以内の必要な実費              28年度 18,800円

(6)  １か月分の最低生活費（住宅費を除く。）                 １類、２類、加算

（注１)  (6)については実施機関が、退所日と次の給与支給日との関係で、当月の生活

費について返還免除が必要と認定した場合に限る。

      なお、以上のことを前提として、就労自立給付金が支給される対象者につい

ても、自立後の税、社会保険料、医療費、社会生活を営む上での急な出費等に

備え、不安定な生活を支えるという給付金の趣旨を踏まえ、この支給を受けた

としても、別に１か月分の最低生活費を免除できるものとする。

（注２） 返還免除する敷金等の限度額は（1）及び（2）のとおりであるが、自立する

ケースにおいては、新たに契約する家賃の額が必ずしも基準内でなくても構わ

ない。ただし、今後の自立生活に支障をきたさないよう、助言することが必要

である。

10 短期間で自立に要する費用を積み立てた場合の処理方法

  ７－(4)－(注3)の具体的な処理方法は以下のとおりである。

（具体例）

・更生積立額内訳

認定日 収入額 控除額 認定額

7月1日付認定 130,769円 26,400円 104,369円

8月1日付認定 208,900円 34,400円 174,500円

9月1日付認定 208,900円 34,400円 174,500円

合 計 453,369円

・積立期間中支給保護費

  ７月から９月の３ヶ月分 67,790円×3月＝203,370円

・返還免除対象額



- 231 -

  敷金、礼金、前家賃、家具什器等  合計400,550円

（処理方法）

  更生積立の趣旨から、収入認定を猶予していた金額について、法第６３条及び収入認

定処理に当たり自立更生に必要な金額を保障する。なおかつ残額がある場合は、翌月の

収入認定額に加えて要否判定を行う。

  ① 積立額453,369円

  ② 支給済保護費（法第63条返還対象額、返還免除） 203,370円

  ③ 自立更生 400,550円

  ④ ①－②＝249,999円（収入認定）

  ⑤ ③－②＝197,180円（認定除外）

  ⑥ ④－⑤＝52,819円 →10月の収入認定額に加えて要否判定

（問７－８） 自立生活援助事業（社会復帰促進事業）利用ケースの取扱い

  更生施設利用者等自立生活援助事業（社会復帰促進事業）を利用するケ－スは、

「更生積立金」取扱いの対象とはならないか。

更生施設入所者の地域社会での自立生活を助長するために、特人厚が設置する宿所提供

施設、宿泊所において日常生活訓練を目的に、概ね６か月を限度に利用させる自立生活援

助事業（社会復帰促進事業）施設に入所を予定している者も対象としてよい。ただし、援

助事業施設に入所中の者については、更生積立てが認められないので、就労している者に

ついては通常の収入認定を行うこととする。                    

更生施設で既に更生積立てを行っていた者が援助事業施設に入所した場合の金銭管理は、

援助事業施設または福祉事務所で行い、退所時に精算することとなる。       

援助事業施設に入所した後、入所中に保護廃止となる者に更生積立金がある場合は、廃

止時ではなく援助事業施設を退所する時点で法第63条の処理をする。         

この場合、更生積立金が「返還免除を行う範囲」を上回っていれば問題はないが、不足

する場合に保護を廃止していると不足分の対応ができなくなることもあるため、必要に応

じて停止処分を行い、一時扶助分が支給できるよう配慮する。

（問７－９） 自立支援システム利用ケースの取扱い

  自立支援センターを利用するケースは、「更生積立金」取扱いの対象とはならな

いか。
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自立支援センター(自立支援住宅を含む)の利用者については、入所期間中は医療扶助

（医療移送費を含む）を除いて生活保護を適用することはない。したがって、「更生積立

金」の取扱いの対象とならない。（医療扶助の適用方法と手続の流れは問８－22参照）

同センター利用者への医療扶助適用にあたっての要否判定及び保護（医療扶助）受給中

の収入の取扱いは、「緊急一時保護センター及び自立支援センター利用者に対する生活保

護適用の要否判定について」（13福生保第1126号・平成13年12月27日付都保護課長通知※）

を参照されたい。

※この通知においては、入所者が医療扶助の適用を受けた場合に、同センター入所者への

保護（医療扶助）開始時の保有容認所持金額（20万円）を超える保護開始後の就労収入が

あった場合においても、当該就労収入を施設長に保管させるなどの方法によって一定額（退

所時の居宅生活準備に要する額。問８－22参照）まで保有容認することを認めている。

なお、上記取扱いにあたっては、施設及び福祉事務所間において事前に所定の手続をと

ったうえで、医療扶助を適用した入所者に説明を行なって制度利用の意思確認をすること。

（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

   東京都重度脳性麻痺者介護事業により介護人に支払われる手当の収入認定の取扱い

は、どうすべきか。

東京都重度脳性麻痺者介護事業は、重度の脳性麻痺者を介護し、生活圏の拡大を図る

ための援助を行い、もって重度脳性麻痺者の福祉の増進を図ることを目的としている。

事業の実施主体は区市町村で、介護の対象者は都内居住の２０歳以上の重度脳性麻痺者

で、障害程度が身体障害者手帳１級であり、単独での屋外活動が困難な者とされている。

本事業では、介護対象者の推薦により、家族の中から介護人を登録し、介護対象者の

介護に当たることとなっている。区市町村長は介護対象者に対して月ごとに介護券を発

行し、介護対象者は介護を受けた際、介護人に介護券を給付する。介護人は介護券を月

単位にまとめ、区市町村長に対して手当を請求し、支払を受ける。

以上のことから、本事業により支払われる手当の性質は、いわゆる福祉的給付金では

なく、介護人が行った介護の対価というべきである。よって、次官通知第８－３－(1)－
アの「勤労収入」として認定することとされたい。
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（問７－９－３） 就労継続支援等の工賃の取扱い

  障害者自立支援法による就労継続支援等の工賃に対する勤労控除及び移送費

の支給はどうなるか

障害者自立支援法による就労継続支援等で、いわゆる福祉的就労をしている者の収入認

定の考え方は、一般の勤労収入と同様の取扱いとする。つまり、支給された工賃と通所費

の合計額に対応する基礎控除を適用し、次に、就労先から通所費が支給されているといな

いとに関わらず通勤費の控除を行う。

その上で、通所費が控除で賄いきれないときは、不足分を局第７－２－(７)－ア－（オ）

により移送費として支給する。

また、特別控除も工賃と通所費の合計額を積み上げて認定することは一般の勤労収入の

場合と同様である。

なお、これら作業所等に就労目的ではなく、単に通所して通所費が支給されている場合

（工賃は０円）は、これを就労収入とは見なさない。この場合の支給された通所費の取扱

いは、本来、収入認定をした上で、同額を局第７－２－(７)－ア－（オ）により計上する

こととなるが、事務省力化の観点から、支給の事実と計上すべきことをケース記録に記載

するにとどめ、決定調書上の処理は行わなくてよいこととする。

【例】収入12,000円 （うち交通費手当4,500円）

① 従来 12,000円－4,500円（交通費）－7,500円（基礎控除）＝充当０円

② 新  12,000円－9,030円（基礎控除）－2,970円（交通費）＝充当０円、1,530円支給

平成２３年７月ブロック会議

（問７－９－４） 生命保険外交員の収入認定

生命保険外交員の収入認定の取扱いを示されたい。

生命保険外交員の就労形態は、保険会社から雇用される場合、個人事業主として業務を

委託される場合、両者の併用の場合と様々であり、収入認定の際に勤労収入か自営収入か

の判別が困難である場合が多い。

所得税法上は、保険会社からの支払いの形態によって、給与所得と事業所得とに分けて

いる。すなわち、従業員に対する給与として支払い、源泉徴収票を渡していれば、給与所

得。個人事業主への報酬として支払い、本人に支払調書を渡していれば(本人が自分で確定

申告をおこなうようになっていれば)、事業所得。固定給を給与、歩合給を報酬として支払
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う場合もあるようである。

この考え方を保護の収入認定に当てはめると、本来は給与所得は勤労収入、事業所得は

自営収入と分類すべきところであろう。しかしながら、支払形態は会社によって様々であ

り、個別に源泉徴収票か支払調書かを調査するのは煩雑となるので、支払形態の如何にか

かわらず、以下のように整理することとする。

(1) 固定給 ＝ 勤労収入

   ＊ 従業員として加入する社会保険料、源泉徴収された所得税、通勤費等を控除

(2) 歩合給 ＝ 事業収入

   ＊ 個人事業者として確定申告した所得税、契約を取るための必要最小限の手土産

代、営業活動のための交通費、計算用端末費用等を控除

(3) 基礎控除の方法

  固定給＋(歩合給－歩合給部分の必要経費)の算式により得られた金額について、

基礎控除額を行う(課長問答第８の３２)。

(4) その他

固定給又は歩合給のいずれか一方のみが支給される場合は、経費の種類の如何に関

わらず、控除は可能である。

問７－３６
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  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

        

  生命保険の入院給付金など、支給の事由が生じてから、実際に受給するまでに日

時を要する収入を被保護者が得た場合、法第63条による返還金として取り扱うのか、

それとも、収入認定するのか。

生命保険の入院給付金の支給事由が生じたときは、法第63条にいう資力が発生している

ので、その日以降は「資力があるにもかかわらず保護を受けたとき」に該当することとな

る。そのため、入院給付金は、給付の対象となる日（入院給付金の支給対象となる日）以

降に支給した保護費の範囲内で、本来、法第63条による返還金として取り扱うものである。

  また、不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の臨時収入等の場合も、実際に収

入として受け取るとき以前に、契約締結の時点、保険金の支給事由の発生時点等が通常、

存在するものであり、このようなときには法第63条の資力が生じたものとして取り扱うべ

きである。

  しかし、資力の発生から実際の収入の受領までの期間が短い場合には、「資力があるにも

かかわらず保護を受けたとき」があったとしても、支給済み保護費はごくわずかな額とな

る。そして、この法第63条による返還対象額を収入総額が上回るときはその上回る部分が

収入認定の対象となり、一つの収入について、法第63条による返還対象部分と収入認定の

対象となる部分とが生じてくる。

  このように、支給の事由が生じてから、実際に受給するまでに日時を要する収入があった

場合、理論上は、上記のとおり一つの収入について法第63条による返還を求める部分と収

入認定する部分に分けて処理する必要があるが、実務上は、「資力があるにもかかわらず

保護を受けた」ことを考えずに全てを収入認定の対象とした方が適当な場合も起こってく

る。

  したがって、次の要件のいずれも満たしている場合は、一部又は全部が法第63条による返

還金として取り扱うべき収入であっても、そのすべてを収入認定の対象として差し支えな

いこととする。この場合、当該収入は受領した月の収入として認定するものとする。

１ 保護開始時点では資力が生じておらず、保護受給中に資力が生じていること。

２  資力の発生日が収入認定を行おうとする月又はその前月であること。

３ 収入認定したとしても保護の適用が継続すること。

  なお、上記の取扱いは実務を考慮した取扱いであることから、保護受給中に資力が生じた

場合であってもそれが保護廃止後に収入となったとき、又は保護開始の時点で既に資力が

生じている場合には、支給済み保護費の範囲内で法第63条による返還金として取り扱わな

ければならない。
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（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

  年金担保・恩給担保貸付制度による貸付を受けている者から保護の申請があった

場合、保護開始の際の要否判定及び程度の決定等はどうなるか。

１ 年金担保貸付制度の概要

(1) 独立行政法人福祉医療機構の貸付

平成２６年１２月１日より、以下のように年金担保融資制度の取扱いが変更となっ

た。

独立行政法人福祉医療機構法第12条により、厚生年金、船員保険、国民年金（福祉

年金を除く。）又は労災年金を担保として、年金額に0.8を乗じて得た額の範囲内（2

00万円を限度。生活必需品の購入は80万円を限度）の額を、1万円単位で貸し付ける。

使途は従来の「臨時生活資金」から「生活必需品購入」に変更され、融資を受ける際

には、使途に関わる見積書や請求書の添付が必要となった。

   年金担保貸付の償還方法については、1回の年金支給額の範囲で1万円単位の指定額、

かつ1回の年金支給額の1/3以下とし、下限は1万円となった。返還が完了するまでは、

年金の全額支払いは受けられない。（※）

   平成１８年７月４日の貸付申込分から生活保護受給中の者は利用できなくなって

いるが、それに加え年金担保融資を利用中に生活保護を受給したことのある者で、平

成２３年１２月１日以降に保護廃止となり５年を経過していない者についても利用

できなくなった。

(2) 株式会社日本政策金融公庫の貸付

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律により、恩給、共済年

金、災害補償年金等を担保として、250万円以内（年金額の2.2年分以内(平成28年12

月現在)。ただし、平成25年1月から34年1月まで毎年0.2年ずつ段階的に引下げ。また、

使い道が生活資金の場合は100万円）の額を貸し付ける。

  

２ 貸付金を消費し、保護申請した者の取扱い

(1) 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがない者

   実際の受給額により、要否判定及び程度の決定を行う。保護を開始する場合は、生

活保護受給中の者が年金担保貸付を受けることができない旨、十分に説明を行うこと。

(2) 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある者

① 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある者

で、その後再度借入をし、保護申請を行う場合は、資産活用の要件を満たさないも

のと解し、それを理由とし、原則として、生活保護を適用しないこととする。
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② しかし、最低生活保障という法の趣旨から、困窮に陥った理由は問わないので、

急迫状況が認められる限り、保護は開始せざるを得ない。したがって、申請者個々

の状況により、以下の事項を勘案した上で、保護の適用を判断する。

ア 急迫状態にあるかどうか

イ 保護受給前に年金担保貸付を利用したことについて、社会通念上、真にやむ

を得ない状況にあったかどうか

３ その他（年金担保・恩給担保とも）

(1) 保護受給中に借り受けた者については上記によらず、問７－12による取扱いとなる。

(2) 上記の取扱いの結果保護を開始する場合は、完済時期を必ず確認し、年金の支給開

始を把握する。

(3) 問7－11－２及び３により東京都を経由して、厚生労働省に情報提供する。

(4) 年金担保・恩給担保貸付を受けることにつき、他にも債務がある等の理由がある場

合は、その問題解決に向けた支援（日本司法支援センター（法テラス）、無料法律相

談等の活用による早期債務整理の相談助言等の支援）を行うよう努める。

  別冊問答集 問8－24

  課長問答 第10の17

  （年金担保貸付）

  平成18年3月30日付社援保発第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

平成23年12月1日付社援保発1201第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

（恩給担保貸付）

  平成26年1月24日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡

  平成26年2月7日付東京都福祉保健局生活福祉部保護課保護係長事務連絡

  （年金担保貸付に関する問合せ先）

独立行政法人 福祉医療機構年金貸付部年金貸付課

〒105-8486

   港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル10階

電話 ０３－３４３８－０２２４

  （恩給担保貸付に関する問合せ先）

   株式会社日本政策金融公庫・各支店

（※）平成２２年２月から公的年金担保融資を利用する人にとって無理のない返済となる

ようにするため制度の取り扱いが以下のように変更された。

① 年金担保の返済方法のうち、満額返済については平成２２年２月以降の受付から

廃止し、定額返済のみの受付となった。

② 年金担保貸付の返済回数の上限が１２回から１５回に増加され、１回あたりの返

済額を抑えることができるようになった。また、平成26年12月の制度改正で、返
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済額の上限が、年金月額の1/3となった。

③ 条件変更制度の新設により、返済期間中にやむを得ない事情により生活困窮とな

った場合に、１回あたりの返済額について変更申請ができるようになった（すで

に借入れされている人についても対象となる）。

この条件変更制度を利用し返済期間の延長により保護を要しない状況になること

も考えられることから、保護の実施機関においては相談者・申請者に対して返済期

間の延長手続きを助言するほか、被保護者に対しても必要に応じて同様に助言する

こと。なお、これは法第27条の２に基づく助言であり、保護の要件ではないので文

書指示は行えない。

また、保護を却下した者に対しては、直ちに急迫した状況に陥ることのないよう、

必ず返済期間の延長を助言する。

   制度の詳しい内容は、上記の問合せ先に照会されたい。

（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

  年金担保貸付の審査に用いるための被保護者に関する情報の提供に係る取扱い

について示されたい。

平成１８年３月３１日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「年金担保貸付の

審査に用いるための被保護者に関する情報の提供に係る取扱いについて」により、厚生

労働省に情報の提供を行ってきたが、平成２３年１２月１日の事務連絡により下記のよ

うに取扱いが改正となった。

１ 情報提供の対象者

① 年金担保貸付を利用中に生活保護を受給した者（過去に年金担保貸付を利用中に

生活保護を受給したことがある者（ケース記録票等で確認できる場合に限る。）で

再び生活保護を受給した者を含む。）で、かつ、生活保護を受給中の者。

② 年金担保貸付を利用中に生活保護を受給した者で、かつ、生活保護廃止後（廃止

日が平成２３年１２月１日以降の者に限る。）５年が経過していない者。

③ 平成２３年１１月３０日以前に保護廃止となり、①の登録中の者は、削除の情報

提供をする（廃止後５年は貸付けを受けられないものとはならないので、廃止登録

ではない）。

２ 実施機関から厚生労働省へ提供する被保護者等に関する情報内容

① 個々の被保護者について、基礎年金番号、カナ氏名、生年月日、保護開始年月日

を登録。
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  ② 被保護者が保護廃止となった場合については、基礎年金番号、保護廃止年月日を

登録。

３ 情報提供の締切

   各月 １０日

   東京都で取りまとめた上で、厚生労働省に情報提供する。

平成23年12月1日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡

（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

  
恩給担保貸付の審査に用いるための被保護者等に関する情報の提供に係る取扱い

について示されたい。

平成２６年１月２４日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「恩給担保貸付の審

査に用いるための被保護者等に関する情報の提供に係る取扱いについて」により、株式会

社日本政策金融公庫（沖縄にあっては沖縄振興開発金融公庫）が行う恩給担保融資に関す

る法律に基づいた恩給等担保貸付のうち、共済年金（組合期間に恩給公務員期間を含むも

のを除く。）を担保に行っている貸付けについても、厚生労働省に情報提供することとな

った。

１ 情報提供の対象者

(1) 恩給担保貸付を利用中に生活保護を受給した者（過去に年金担保貸付を利用中に

生活保護を受給したことがある者（ケース記録票等で確認できる場合に限る。）で

再び生活保護を受給した者を含む。）で、かつ、生活保護を受給中の者。

(2) 恩給担保貸付を利用中に生活保護を受給した者で、かつ、生活保護廃止後（廃止

日が平成２５年１月４日以降のものに限る。）５年が経過していない者。

(3) 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律（昭和 29 年法律第

91号）第 2条第 1項第 4号に規定する共済年金を受給している者のうち、退職文官

等の生活を保障する国家補償として支給される別表①から⑤に掲げる恩給を除く共

済年金の受給者。

(4) この取扱いは、共済年金を担保に貸付けを受けている者のみとなるので、共済組

合に対して組合期間に別表①から⑤に掲げる年金期間を含むか否かの調査を行った

上で、上記(3)に該当することを確認できた者についてのみ、情報提供する。

２ 実施機関から厚生労働省へ提供する被保護者等に関する情報内容

(1) 個々の被保護者について、カナ氏名、生年月日、共済組合名、年金番号（証書（年

金）種別、記号、番号）、保護開始年月日を情報提供する。
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(2) 被保護者が保護廃止となった場合については、貸付審査用リストに保護廃止年月

日を追記して情報提供する。

３ 情報提供の締切

   各月 １０日

   東京都で取りまとめた上で、厚生労働省に情報提供する。

【別表】（恩給期間が含まれている可能性がある共済年金）
① 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第７２条第１項の規定に基づき
支給される年金（国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１
０５号）附則第２条第５号の年金を含む。）の受給者であって、その者の受給する年金
の基礎となる期間のうちに、恩給法（大正１２年法律第４８号）その他の法令に基づき
支給される普通恩給（以下「普通恩給」という。）又は、国家公務員共済組合法の長期
給付に関する施行法（昭和３３年法律第１２９号）第２条第１項第２号２に定める旧法
等の規定に基づき支給される退職年金その他これに相当する給付を受給できる権利を有
することとなる期間を含むものに支給される年金

② 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第３条の規定に基づき支給される年
金
③ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第７４条の規定に基づき支給さ
れる年金（地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第１０８
号）附則第２条第７号の年金を含む。）の受給者であって、その者の受給する年金の基
礎となる期間のうちに、普通恩給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施
行法（昭和３７年法律第１５３号）第２条第１項第２号に定める退職年金条例に基づき
支給される普通恩給に相当する給付若しくは同条同項第３号に定める共済法及び同条同
項第３７号に定める国の旧法等に基づき支給される退職年金その他これに相当する給付
を受給できる権利を有することとなる期間を含むものに支給される年金

④ 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第３条第１項、第４項、第５項及
び第７項の規定に基づき支給される年金。ただし、同法の施行日前に給付事由が生じた
国家公務員共済組合法の規定による長期給付を除く

⑤ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和２５年法律２５６
号）第３条、第４条及び第７条の２の規定に基づき支給される年金
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（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

                        

  被保護者が保護受給中に年金担保貸付を受けた場合、収入認定上の取扱いはど

うなるか。

独立行政法人福祉医療機構が行う、厚生年金、船員保険、国民年金（福祉年金を除く。）

又は労災年金を担保とした貸付けについては、平成１８年７月４日の貸付申込分から生活

保護受給中の者は利用できず、また年金担保融資を利用中に生活保護を受給したことのあ

る者で、平成２３年１２月１日以降に保護廃止となり５年を経過していない者についても

利用できないこととなった。

また、株式会社日本政策金融公庫が行う、共済年金（恩給期間が含まれるものを除く。）

を担保とした貸付けについても、生活保護受給中の者は利用できず、また年金担保融資を

利用中に生活保護を受給したことのある者で、平成２５年１月４日以降に保護廃止となり

５年を経過していない者についても利用できないこととなった。

しかし、株式会社日本政策金融公庫の貸付制度のうち、恩給又は共済年金を担保に、生

活保護受給中に貸付を受けた場合は、以下のように取り扱う。

１ 貸付金の性格

    本制度による生活資金の貸付金は、貸付目的は問わないものであることから、次官通

知第８の３の（3)のウにいう「他法、他施策による貸付金」とは認められない。したが

って、これは収入認定の対象となる。

２ 収入認定の方法

    貸付金を年金の一括前渡支給ととらえ、一括して収入認定を行い、保護の停廃止をす

ることが原則である。

しかし、一括して収入認定をすることが適当でない場合は、例えば法第63条あるいは

法第78条適用の際の分割返還の方法と同様、やりくりできる範囲内で適宜分割認定する。

  この場合、６か月以上の分割認定となるが、やむを得ない措置として特例的取扱いとす

る。

なお、一括収入認定して保護を廃止した者が、貸付金を消費し、保護を申請した場合

は、資産活用の要件を満たさないものと解し、それを理由とし、原則として生活保護を

適用しないこととする。(問７－11参照)
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  具体例   最低生活費・月額１６万円

年金・月額１０万円

              借受額・６０万円（返済額：月額３万円、返済期間：２０か月）

分割認定額・月額２万円(認定期間：３０か月)

            ２７年６月                        ２９年２月(合計１２万円収入認定)       ２９年１２月

収

入

認

定

額

        

年金受給額

１０万円

年金受給額

１０万円

   (合計９万円収入認定) 年金受給額

１０万円

年金受給額

７万円

分割認定額

２万円（やりくりできる範囲内)

分割認定額

２万円

            担                            返                分

            保                            済                割

              借                            完                終

              受                            了                了

（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

        

  甲の世帯は、２年前から傷病のため保護を受給していたが、平成17年４月10日
で満60歳になったので、老齢厚生年金受給の手続をとった。８月５日に、日本年

金機構から年金支給について、次のとおり通知が届いた。

  支給開始年月 平成17年５月    支払い年金額 120万円（月額10万円）

      第１回支払日  平成17年８月15日、30万（５、６、７月分）

      第２回支払日    平成17年10月15日、20万（８、９月分）

  甲は、その日のうちに、福祉事務所の担当ワーカーに年金の支払い予定等につ

いて、報告した。

  甲の保護決定状況は以下のとおり。

      最低生活費18万円

      収入認定額  ０円

      扶助額    18万円

  年金受給開始による、収入認定等の処理はどうなるか。
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  甲が福祉事務所に年金支給についての届け出を行ったのは８月５日であるが、その時点で、

５、６，７月の保護費は支給済みである。今回、８月15日に５、６、７月分の年金を受給

することから、甲は、５、６、７月の期間中、資力があるにもかかわらず保護を受けたこ

とになる。

  しかし、これを法63条による返還扱いとし、また、10月15日に受給する予定の８、９月分

の年金収入を同様に法第63条による返還扱いとしたのでは、保護受給中は２か月毎に法第

63条により返還処理を行わなくてはならなくなる。

  したがって、本来は、法第63条により返還処理は収入認定に優先して行われるものである

が、保護受給中に年金収入を受給開始した場合には、年金収入の認定要領に基づいて収入

認定の取扱いを優先させることが必要となる（年金に限らず、児童手当等の公的な給付金

の多くは、実際には支給月の前月分までの分が数ヶ月に１度まとめて支給される。こうし

た収入については、保護開始後に最初に入金された月以降は、受領した月から次に支給さ

れる月の前月まで分割認定することによって、実際には入金がない月も毎月の定期収入と

して収入認定することになる）。

  したがって、設問の場合は以下のいずれかの処理を行うこととなる。

(a) ８月に年金を受給開始しているので、それに対応する６月分の年金収入については収

入認定の取扱いを行い、５月分についてのみ、法第63条による返還の取扱いを行う。

(b) 直前３か月（５、６、７月）分の年金を８月に受給しているので、その総額を次回受

給月の前月までに分割して収入認定する（８月、９月に分割して収入認定する）。

（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

  厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律

（平成１９年法律第１１１号。以下「年金時効特例法」という。）によって、年

金記録の訂正等による年金の増額分が、時効により消滅した分を含めて、全期間

分支払われることとなったため、その取扱いについて示されたい。

１ 年金記録の訂正により新たに受給資格を得たことで、時効消滅分も含めて年金が支給

された場合

  資力の発生が 5 年以前であり、かつ、資力の具現化が 5 年以内である場合は、原則と

して運用事例集問１１－８－２のとおり取り扱うが、年金時効特例法が平成１９年 7 月

に施行されたことから、その趣旨を鑑みて、年金記録の訂正により年金を受給すること

になった場合のみ、以下のように取扱うこととする。

例：平成 10 年 1 月 保護開始

平成 20 年 1 月 年金の遡及受給が決定される

年金遡及受給開始月＝平成 13 年 1 月

うち、平成 13 年 1 月分～平成 15 年 1 月分は、本来、時効によって消滅するはず
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であるが、年金時効特例法の適用によって支給される。（以下｢時効特例給付｣とい

う。）

   平成 20 年 4 月 年金受給 同月、法第 63 条返還決定

H10.1     H13.1      H15.2  H15.5   H20.1  H20.4
Ａ B1    B2

保護開始   年金遡及開始月    保護費遡及限度     年金受給

平成 15 年 2 月分～平成 15 年 4 月分の年金（B1）は、平成 15 年 5 月分以降の年金（B2）
とともに、平成 15 年 5 月以降の保護費と対比して、法第 63 条により返還を求める（世帯

の自立助長の観点から必要と認められる費用を返還免除することも可）。年金額が保護費を

上回った場合は、当該部分について収入認定する。平成 13 年 1 月分～平成 15 年１月分の

年金（Ａ＝時効特例給付）については、平成 20 年４月付で収入認定する。

２ 年金記録の訂正により新たに受給資格を得たことで、保護を適用されていない期間に

該当する年金が遡及して支給される場合

例：平成 18 年 1 月保護開始

平成 20 年 1 月 年金の遡及受給が決定される

年金遡及受給開始月＝平成 13 年 1 月

うち、平成 13 年 1 月分～平成 15 年 1 月分は時効特例給付

   平成 20 年 4 月 年金受給 同月、法第 63 条返還決定

         H13.1        H15.2    H18.1 H20.1 H20.4
                

       年金遡及開始月           保護開始

  平成 15 年 2 月分～平成 17 年 12 月分の年金（B1）は、保護開始時の資力となり、平

成 18 年 1 月分以降の年金（B2）とともに、平成 18 年 1 月以降の保護費と対比して、

法第 63 条により返還を求める（世帯の自立助長の観点から必要と認められる費用を返

還免除することも可）。年金額が保護費を上回った場合は、当該部分について収入認定

する。

平成 13 年 1 月分～平成 15 年 1 月分の年金（Ａ＝時効特例給付）については、平成 20
年４月付で収入認定する。

３ その他

  時効特例給付は、次官通知第８－３(２)ア｢恩給、年金等の収入｣により収入認定する。

年金記録の訂正により年金額が増額した場合の取扱いについても上記１、２に基づき

行うこと。

参照

平成２０年１月２３日付事務連絡

Ａ B1     
B2    
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（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について

      

  年金支払遅延加算金法が施行されたことに伴い、未払い年金を受け取った者に

対して物価上昇分相当の加算金が支給された場合の収入認定の方法はどうなるか。

この加算金の取扱いについては、年金本体の法第６３条の返還及び収入認定とは別に、

次官通知第８－３－（２）－ア－（ア）に基づき受給月に全額を認定する取扱いとなる。

物価上昇分相当の金額については、現在の生活需要に対応するための支給であるという

性格による。

（問７－１３－４） 恩給の収入認定  

恩給の収入認定方法について示されたい。

恩給は、７月、１０月、１２月及び４月の年４回支給される。支給間隔に不均一がある

ので、実際の受給額を次回受給月の前月までの各月に分割認定という原則を貫くと、時期

によって収入認定額が大幅に変動することになり、年額を一定期間に分割して支給すると

いう恩給制度の趣旨にそぐわないことに加え、福祉事務所でも内容の伴わない保護の変更

決定を頻繁に強いられることとなる。

過去の実施要領(課長問答第６の５１)においては、こうした問題を解消するため、恩給、

年金等の公的給付については、支給間隔の不均一に関わりなく、平均月額をもって収入認

定することと明記していた経緯がある。同問答は、平成２年度の年金制度改正により、年

金支給月が現行の毎偶数月に統一されたのを受け、不要になった部分は削除された。

しかしながら、恩給については現在も支給間隔の不均一が続いていることもあり、同問

答の趣旨を活かして、平均月額による収入認定を行って差し支えない。

なお、保護の要否判定は、原則どおり局長通知第８－１－(4)による。

(事例)

月 支給額 A(原則) B(平均月額)

7月 100,000 33,333 33,333

8月    33,333 33,333 

9月   33,333 33,333 

10月 100,000 50,000 33,333

11月   50,000 33,333 

12月 100,000 25,000 33,333

1月   25,000 33,333 
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2月   25,000 33,333 

3月   25,000 33,333 

4月 100,000 33,333 33,333

5月   33,333 33,333 

6月   33,333 33,333

(参考) 「生活と福祉」1975年5月号

（問７－14） 児童扶養資金の収入認定上の取扱い

  母子福祉資金の児童扶養資金の貸付を受けた場合、収入認定上の取扱いはどう

なるか。

  児童扶養資金は、児童扶養手当の全部又は一部の支給制限を受け、かつ、前年の収入が一

定額未満である配偶者のない女子に対して貸し付けられる。生活保護受給者が貸付の申請

をした場合、保護受給中であるかどうかの確認が出来ないため、現に貸し付けられてしま

うことがある。

この貸付金の性格は、扶養している児童の扶養全般に必要な資金であり、具体的な使途

は特に定められていない。したがって、この資金の取扱いは以下のとおりである。

１ 保護受給中に、児童扶養資金を借りた場合は、使途を限定していない手当の性格から、

収入認定の対象となる（事前に相談があった場合には、貸付を受けないよう指導する）。

２ 保護受給前に貸付を受けていた資金を保護受給中に償還する場合、資金の性格上、収

入から控除することは認められない。

  生活と福祉 昭和61年４月

（問７－15） 火災保険等（掛け捨て型）の戻り分の取扱い

       

  掛け捨て型の火災保険（共済保険等を含む）に加入している者に、支払った保

険料の一部が保険会社から還付された。

  この戻り分について、収入認定上の取扱いはどうなるか。

１ 住宅扶助で火災保険料の支給を受けず、生活扶助のやり繰りで保険料を支払っていた

場合

掛け捨て型の火災保険（共済保険等を含む）の戻り分（割戻金等）は、支払った保険
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料の還付の性格を有していることから、課長問答第3の20と同様、その使用目的が生活保

護の趣旨目的に反しない限り収入認定の除外対象として取り扱う。

ただし、保護開始直後に割戻金が入った場合など保護開始後に支払った保険料の額を

超える割戻金が入った場合には、その超える額について次第8－3－(2)－エ－(イ) によ

り、8,000円を超える額を収入認定する。

２ 保護開始後に住宅扶助で火災保険料の支給を受けた場合

契約に基づき火災保険料が契約解除日以降に日割りで返還される場合は、次第8－3－

(2)－エ－(イ) により、その他臨時収入として取り扱い、8,000円を超える額が収入認定

の対象となる。契約解除日が資力の発生日となるため、入金月が契約解除日の属する月

の翌々月以降である場合は、生活保護法第６３条に基づく返還対象となる。

都ブロック会議 平成２１年１１月

別冊問答集 問3－25（2）

平成２５年６月ブロック別事務打合せ会議資料 連絡事項

（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

    市町村において見舞金の支給を行う場合、収入認定上の取扱いはどうなるか。

  地方公共団体が年末等の時期に支給する見舞金については、次官通知８－３－ (2)－エ－

(ｱ)及び（別冊問答集・問８－３０）により、取扱いが示されている。

  収入として認定しない取扱いが認められるのは、以下の要件を満たす場合に限られるもの

である。

１ 支給回数    一支給主体当たり、年２回以内

２  支給限度額    ８，０００円（世帯合算。月額）

都ブロック会議 平成１０年１１月

（問７－17） 退職金の取扱い

  被保護者が会社を退職して退職金を得た場合、収入認定上の取扱いはどうなる

か。
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  基礎控除は、勤労に伴って増加する生活需要を補てんすることにより労働力の再生産を図

るとともに勤労意欲の助長を図ろうとするものであり、経常的職業経費を対象とするもの

とされている。その趣旨から、退職金は、過去の就労に伴って得られる収入ではあるが、

勤労控除を適用する対象とは見なされない。

  それゆえ、退職金については、「その他の臨時収入」（次官通知第８－３－ (2)－エ－(ｲ)

に該当するものとして取り扱うものである。

  したがって、必要経費等を控除した上で、8,000円を超える額を収入として認定すること

となる。

参照 問７－４

（問７－18） 所得税の還付金の取扱い

  就労中の者が、年末調整等により所得税が還付された場合取扱いはどうなるか。

所得税の還付金については、就労収入の認定に際し、必要経費として控除したものであ

り、その時点で還付金を含んだ収入額に対応する基礎控除を認定しているため、還付金を

就労収入に加えて認定する取扱いをした場合、基礎控除を二重に対応させることとなる。

  したがって、就労収入としてはなじみにくいものであり、次官通知第８－３－ (2)－ア－

(ｱ)の「その他公の給付」に準じる収入として、全額収入認定する。

（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

        

  次官通知第８－３－ (2)－ア－（ｱ）にいう「その他公の給付」と、次官通知第

   ８－３－(2)－エ－（ｲ）にいう「その他の臨時的収入」の収入にはどのようなも

のがあるか。

  
「その他公の給付」も「その他の臨時的収入」も、実際に収入があるまで額が確定しな

い収入である。

１ 次官通知第８－３－ (2)－ア－（ｱ）にいう「その他公の給付」（必要経費等を控除

した額を収入として認定する。）

    ・保護受給中に控除していた所得税等の還付金

      ・保護受給中に控除していた年金掛金の還付金

   ・保護受給前に支払った医療費の高額療養費支給額（保護開始時からの資力として
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法第63条の対象）

      ・厚生年金脱退一時金

      ・労災の休業補償金

      ・保護受給中（移管も含む）に支給した介護保険料の還付金

   ・保護受給後に年金から特別徴収されたため、収入認定控除を行った国民健康保険

料の還付金。

２ 次官通知第８－３－ (2)－エ－（ｲ）にいう「その他の臨時的収入」（必要経費等を

控除した上で、8,000円を超える額を収入として認定する。なお、保護開始前に還付額

が確定している税の還付金など、資力が確定し、保護開始時から法第63条を設定されて

いたものについては、必要経費等を控除した上で8,000円を超える額を収入として法第6

3条の対象とするのではなく、必要経費等を控除した額を収入として、法第63条の対象

とする。）

      ・保護受給前に納めた年金の掛金、健康保険料、所得税等の還付金

      ・保護受給前に納めた介護保険料の還付金

      ・生命保険等の入院給付金

      ・治験謝礼（６か月を超える治験を除く）

    ※６か月を超える服薬等の治験謝礼は臨時的収入とは言えず、実費控除を除いて

全額収入認定すること。

      ・敷金の返還金

  (注) 著作権使用料は、次官通知第８－３－(2)－ウの「財産収入」であり、8,000円

控除は行わない。

  課長問答（第７の３１）参照

（問７－１９－２） 開始時保有の株式の取扱い

           

  要保護者が生活保護開始時に保有していた株式を売却した場合の取扱いについ

て示されたい。

株式は債券であるから、生活保護制度上一切の保有を認められない。

従って、生活保護の適用にあたって、売却指導を行うことになる。売却された場合、開

始時時点における株式の価格ではなく、実際に売却された額を、開始時の資力として法第

６３条返還又は収入認定する。

また、保護受給中に株式を購入した場合は、購入した時点を資力の発生日として、法第

６３条又は収入認定を行う。現金又は預貯金はやり繰りによって生じたものである一方、
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株式は資産であり、性格が異なることに注意する。

株式を購入して売却したことを秘して虚偽の収入申告等を行った場合は、法第７８条の

検討も行う。

（問７－19－３） 求職者支援制度による職業訓練受講給付金  

求職者支援制度による職業訓練を受けている者に「職業訓練受講給付金」が支給され

ることになった。この収入の取扱いについて示されたい。

「求職者支援制度」により、雇用保険を受給できない者(特定求職者)が、ハローワーク

の指示により職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として「職業訓練受講給付

金」が支給される制度が創設された（平成23年10月1日施行）。

給付金を受けるには、職業訓練の指示を受けたハローワークに申請書類を提出すること

が必要であり、支給対象となった場合、職業訓練を受講している間、10万円が毎月支給さ

れる。

さらに、当該職業訓練を受講するために同居の配偶者などと別居して寄宿する必要があ

るとハローワークが認めた場合、職業訓練受講給付金に加え寄宿手当（原則月額１０，７

００円）が支給される。

職業訓練給付金又は寄宿手当が支給された場合、生活保障のための給付金又は手当であ

ることから、次官通知第８－３－(２)－アに基づき「その他公の給付」として取り扱い、

その実際の受給額を認定する（ただし、受講にあたり託児所等を利用する場合、次官通知

第８－３－（５）－イに基づき、託児費は必要経費として控除ができる。）。現在受講し

ている職業訓練を行う上で必要となる経費(テキスト代等)、交通費については、需要が生

じる時期に技能修得費を支給する。なお、求職者支援制度から通所手当(交通費の実費相当

額)が支給される場合は、同額を技能修得費に計上した上で、当該通所手当を収入充当順位

に関わらず技能修得費に充当する(局長通知第７－８－(2)－ア－(ｵ))。

また、当該給付金に加えて希望する者に指定された金融機関における貸付（求職者支援

資金融資）の申請が可能であるが（被扶養者のいる者は月額１０万円、それ以外の者は月

５万円）、貸付を受けた場合、次官通知第８－３－(２)－アに基づき、その実際の借入額

を収入認定する。なお、本貸付制度の活用にあたっては被保護者に対し制度の説明及び理

解の徹底等を図った上で、本人の意思を尊重することとされたい。

別冊問答集問８－２３－２

平成 23年 9月 30 日付厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡

「求職者支援制度における職業訓練受講給付金に係る収入認定の取扱いについて」

平成 28年 9月 29 日付厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡

「求職者支援制度における寄宿手当に係る収入認定の取扱いについて」
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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

                        

  
他法他施策による貸付金のうち、自立更生に当てられる額は収入として認定せ

ず、また、償還金の控除を行う取扱いになっているが、その場合の具体的な取扱

い方法について示されたい。

１  生活福祉資金は、他法他施策による貸付金であり、他に女性福祉資金、母子福祉資金等

がある。このうち自立更生のために充てられる額については次官通知第８－３－(3)のウ

により、収入として認定しないものとして取り扱うことが示されている。その貸付金の

具体的種類については、局長通知第８－２－(3)に、また、収入として認定しない貸付金

の限度額については、課長問答・第８の40に示されている。

   また、貸付金の償還に際しての取扱いについては、次官通知第８－３－(5)－ウ及び

局長通知第８－４－(3)～(6)に示されている。

    自立更生を目的とする貸付金の具体的取扱いについては、以下による。

(1) 当該貸付金の使途を具体的に記載した自立計画書の提出を求める。

(2)  自立計画書の内容が、その者の世帯の自立更生に有効であるか否かを判断し、真に

適当と認められるものについては事前に承認を与えることとし、貸付金のうち当該自

立計画書に基づいて使用される額は,これを収入として認定しない扱いとする。

      なお、上記による場合の他は、貸付金を収入として認定することになる。

(3)  貸付金の償還に際しては、償還が現実に行われていることを確認の上、全収入から

控除して認定する。世帯のうち、どの（誰の）収入から控除するかは、以下のとおり

貸付金の種類に応じて検討すること。

    ① 就学資金又は奨学資金

      ・当該貸付を受けた者の収入

    ※ここでいう「当該貸付を受けた者」とは、借受人もしくは連帯借受人を指し、

連帯保証人を除く。原則としては、就学者本人（本人に償還能力が無いことなど

から、保護者が借受人となっている場合には、保護者）である。

    ② 結婚資金

      ・当該貸付を受けた者又は当該貸付資金により結婚した者の収入

    ③ 医療費又は介護費貸付金、住宅資金、転宅資金、老人又は身体障害者等が機能回復

訓練器具及び日常生活の便宜を図るための器具を購入するための貸付資金、配電設備

又は給排水設備のための貸付資金並びに国民年金の受給権を得るために必要な任意加

入保険料のための貸付資金

      ・当該世帯の全収入

   なお、保護開始前に貸付けを受けた場合であっても、当該貸付けが保護開始後にお

いて承認することが適当であると認められる貸付金については、同様に取り扱う。

２ 母子福祉資金のうち、生活資金及び特例児童扶養資金（問７－14参照）は、被保護者

であっても貸付の対象になる。この資金は、使途が生活費用の全般に充てることが可能
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なため、生活保護法上の扱いは、貸付金は収入認定となり、償還金は必要経費として控

除することができないものである。したがって、貸付を受けるメリットがないため、貸

付を受けないように周知する必要がある。

平成２３年７月１９日付社援発０７１９第２号厚生労働省社会・援護局長通知

（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

                       

保護の申請をした者のうち、手持金が少なく保護費支給までの間の生活費に困窮

する場合、社会福祉協議会の緊急小口資金又は臨時特例つなぎ資金の貸付を利用す

ることができる。収入認定、償還金控除の取扱いはどのように行うか。

  保護の申請をしたが当面の生活資金がない者に対し、申請から決定までの間の生活保

護費（１０万円以内の必要額）の立替として貸付が行われる。

１  貸付の対象者

①緊急小口資金
福祉事務所管内に住民登録（居住地）があり、居住地での保護を申請したもので、当

面の生活資金がない者。

＊ただし、ＤＶ被害等により、住民票を異動できない場合等は要相談。

＊現在の居住地とは別の場所に住民票をおいたままの場合は、居住地に異動した上で

申請すること。

②臨時特例つなぎ資金

  次のいずれにも該当すること

ア 住居がない離職者であり、生活保護を申請し、当面の生活資金がない者

イ 貸付けを受けようとする者の名義の金融機関の口座を有している者

２ 社会福祉協議会への情報提供

  貸付を必要とする者に対しては、保護申請書の写し（受領印を押したもの）、福祉事務

所の意見書等を申請者に交付し、社会福祉協議会を紹介するとともに、社会福祉協議会

に電話連絡する。

  なお、生活福祉資金貸付事業は個人番号利用事務に該当しないため、保護申請書の写

し等にマイナンバーが記載されている場合は、マスキング等を施し、社会福祉協議会へ

マイナンバーの情報提供を行わないよう留意する必要がある。

３ 保護決定時の収入認定の考え方について

  当該貸付金は申請日以降から保護支給日までの生活費の立替であることから、保護費

支給日に一括して当該貸付金の償還指導を行う。

  一括償還を速やかに行わない場合、未償還部分については、最低生活費を超えるもの

として、全額収入認定する。
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平成２１年４月１５日付 厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡

平成２１年１０月１日付 厚生労働省社会・援護局保護課保護係長事務連絡

平成２１年１０月２３日付２１福保生保第６２７号生活福祉部保護課長通知

平成２７年１２月２２日付２７福保生保第６８１号生活福祉部保護課長通知

（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

  

  生活福祉資金を利用し冷暖房設備（日常生活において利用の必要性が高い生活用

品）を購入することとなった。承認から償還までの具体的な手続を示されたい。

１ 平成２６年６月３０日までに貸付金を借り受けて現在償還中の世帯

冷暖房設備購入のための貸付金を借り受けて現在償還中の世帯であって、当該貸付金

の償還について、収入から控除して認定する取扱いを行っている場合は、当該償還に係

る取扱いを継続すること。

２ 平成２６年７月１日以降に貸付金を借り受け償還を行う世帯

生活保護制度では、生活用品・家具・家電などの生活必需品等の購入は、経常的な生

活費のやり繰りで賄うことを原則としているところであるが、予期しない破損等によっ

て預貯金等で対応することができず、日常生活に著しい支障を来す場合も考えられる。

このことから、日常生活において利用の必要性が高い生活用品を緊急に購入する必要

がある場合に限って、貸付資金の利用を認め、収入として認定しないこととするととも

に、当該貸付資金の償還を生活費のやり繰りによって賄うこととなっている。

[具体的な取扱い] （社会福祉協議会・生活福祉資金）

(1) 事前承認

課長問答第８の６１答のいずれにも該当し、かつ経常的最低生活費のやり繰りによ

り当該貸付資金の償還が可能と認められる者について承認すること（局長通知第８－

２－(3)－オ－(ｵ)により、当該貸付資金を収入認定除外とすること。）。また、承認

に当たっては、以下を参照のこと。

ア 購入予定品目 エアコン、冷蔵庫、その他福祉事務所長が認めるもの（*）

現在対象物品を持っていないか又は壊れて使用できない状態になっていることか

ら、健康の保持や日常生活に著しい支障を来すおそれがある場合の物品（当該物品

を修理する場合は対象とならない。）。例えば、ほうきなどを利用し掃除をしてい

たが、特段の理由なく、掃除機の購入を希望する場合など、生活を向上させる生活

用品等を購入する場合は不可。

  (*)福祉事務所長が認めるもの（例示）

   ・障害により、情報収集に必要なテレビ

・疾病や障害等により、立居に困難がある場合に必要なベッド など

イ 購入予定金額（限度額）１万円以上１０万円以内

生活福祉資金（福祉費）の上限額の目安は５０万円だが、償還の負担を考慮し、
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限度額を設けることとし、なるべく安価なものを承認されたい。

また、福祉事務所長が認める特別な事情があり、上記限度額により難い場合は、

個別に区市町村社会福祉協議会（以下「区市町村社協」という。）へ相談の上、承

認すること。

ウ 償還計画

領収書・レシートなど、家計状況や生活状況について可能な限り把握し、自立更

生計画書に基づき、個別に判断されたい。また、償還金額は、月額1,000円を下回ら

ないよう承認されたい。

エ 償還方法

① 福祉事務所からの代理納付

区市町村社協から送付される借受人ごとの払込書により払い込む（郵便振替）。

償還方法に福祉事務所からの代理納付を行う場合は、担当者ごとではなく、福祉

事務所として、実際の手続等について、必ず事前に東京都社会福祉協議会との調

整を行うこと。また、借受人に対し説明を行うこと。

◎代理納付の活用に係る連絡先

  東京都社会福祉協議会 福祉資金部 福祉資金償還担当

② 借受人銀行口座から引落し

福祉事務所からの代理納付が活用できないなどの場合は、借受人銀行口座から

の引落しとなる。

(2) 区市町村社協へ相談（貸付申込）

借受人が貸付けを申し込むに当たっては、事前承認の内容の確認等を要するため、

担当ケースワーカーの同行が基本となるが、業務の都合等により、同行が困難な場合

は、事前に区市町村社協へ連絡を行うこと。

(3) 貸付申込に係る意見書を提出

貸付申込があったことにつき、区市町村社協から意見書の提出依頼があるため、事

前承認を行ったものについて、当該借入申込に対する意見書を提出する。

なお、当該意見書の提出に当たっては、自立更生計画書（写）、代理納付に係る同

意書（作成している場合のみ）及び見積書（原則２社以上（リサイクルショップの場

合は１社で可））を添付する。

(4) 購入確認

東京都社会福祉協議会にて審査が行われ、貸付けが決定されると借用書の取交しが

行われ、送金される。貸付けが決定され購入を行った生活用品は、領収書・レシート

による確認のほか、定期訪問等の機会に実地にて確認を行うこと。

(5) 償還

ア 借受金額等により、償還期間が長期化することが想定されるため、償還状況の確

認、償還金の管理及び引継ぎの徹底並びに借受人（被保護者）に対する償還支援を

行われたい。

イ 償還に代理納付を活用する場合は、償還計画額の変更を要する据置期間中の償還

及び償還期間中の繰上げ償還はできない。
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(6) その他

ア 代理納付を行っている場合であって収入増などの理由により生活扶助費からの償

還ができなくなったとき及び生活保護が停止又は廃止となったときは、区市町村社

協への情報提供が必要となるため、自治体の条例等に基づく個人情報の取扱いによ

り、同意書の提出を受けるなどして対応されたい。

イ 多額な債務がある、債務整理中（予定中含む。）又は社会福祉協議会が債権者で

ある貸付制度の連帯保証人になっているなど、生活福祉資金貸付事業の条件に合致

しない場合は、貸付けを受けることができない。

ウ 事前承認を行う際の「自立更生計画書」及び借受申込に係る「意見書」について

は、平成２６年６月２７日付２６福保生保第３１８号都保護課長通知に添付の様式

を使用すること。

局長通知第８－２－(3)－オ－(ｵ)

課長問答第８の６１

平成２６年５月ブロック別事務打合せ会議（前期）資料

平成２６年６月２７日付２６福保生保第３１８号都保護課長通知

（問７－21） 保育所等入所支度金の取扱い

地方公共団体が被保護世帯に対し保育所等入所支度金を支給した場合、収入認

定上の取扱いはどうなるか。

  また、幼稚園入園児童の保護者に入園支度金が支給された場合の取扱いはどう

なるか。

地方公共団体が条例又は予算措置により、被保護世帯に対し支給する保育所入所支度金

については、一般的に、保育所に託児することにより世帯員の稼働の機会が増え、又は収

入の増加が期待される等、被保護世帯の自立更生に役立つと認められる。

  ゆえに、次官通知第８－３－（3)－エに該当するものであり、局長通知第８－２－（4)に
より、自立更生を目的とした恵与金として収入認定しない取り扱いをして差し支えない。

  また、幼稚園入園児童の保護者に支給される入園支度金等の生活保護法上の取扱いは、当

該金品が児童の幼稚園修学の費用に充当される限りにおいて、上記保育所入所支度金と同

様に収入として認定しない取扱いとして差し支えない。

課長問答 第８の43
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（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

  養護老人ホーム入所者に支給される「おこづかい」の収入認定上の取扱いはど

うなるか。

従来、都単事業として、老人ホーム入所者のうち年金等の収入のない者に対して、月額

１４，０００円が、また、年金等の収入があっても１４，０００円に満たない者に対して

は１４，０００円との差額が支給されていた。

このいわゆる「おこづかい」制度が、平成11年度から廃止された。これに伴う激変緩和

措置として、それまでの「おこづかい」の支給実績を踏まえて、事業費に含めて養護老人

ホームに対して支弁している。その使途については特に制約がなく、都としては処遇のレ

ベルダウンがないよう指示しているのみであり、各施設での状況は不明である。

仮に入所者に支給するという形で還元されていたとしても、金額が１４，０００円を超

えることはあり得ず、その収入については、従来の「おこづかい」と違い、個人に支弁さ

れるのではなく、施設長から処遇の一環として支給されるものであるので、収入として認

定しない取扱いとなる。

昭和38年８月１日付社発第 525号厚生省社会局長通知（通知）

（問７－23） 住宅建て替えに伴う移転料（移転助成費）の取扱い

  住宅の建て替えに伴い転居する場合、移転料が支給されるが、これについての

収入認定上の取扱いはどうなるか

  公営住宅建て替えに伴う移転料（移転助成費）のうち自立更生のために当てられる額とし

て、第一に住宅の確保等原状回復費用等については、次官通知第８－３－ (3)－オにより、

収入認定しない取扱いとして差し支えない。

  したがって、局長通知第８－２－ (4)（移転料は災害等に含めて考える）及び課長問答第

８の40の（１）により、生活基盤の回復に要する経費として処理することとなる。

  なお、この取扱いは公営住宅の場合に限らず、UR都市機構（独立行政法人都市再生機構）

又は民間のアパート等の立て替えに伴い転居する場合に支給される協力金又は立ち退き料

についても同様である。

  都ブロック会議 昭和49年秋

別冊問答集 問 ８－４８
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（問７－24） 敷金返還金の取扱い

  被保護者が転居した後に、家主から敷金等が返還された。この取扱いについて示

されたい。

  敷金の返還金については、当該月以降の収入として認定すべきものであるが、実施機関の

指導又は指示により転居した場合においては、当該返還金を転居に際して必要とされる敷

金等に当てさせて差し支えないこととされている。

したがって、保護受給中に敷金等が返還される場合は、その敷金等の原資が何であれ、全

て上記の取扱いを行うべきこととなる。

１ 新住居分の敷金等の支払い時期の前に敷金等が返還された場合は、当該返還金を新住

居分の敷金等に当てさせる。

２ 新住居分の敷金等を一時扶助として認定・支給した後に敷金等が返還された場合は、

当該返還金を当該月以降の収入として認定する。

３ この場合の収入の種類は、次官通知第８－３－（２）－エに該当いう「保険金その他

の臨時的収入」として整理するため、８，０００円（月額）を超える金額を収入認定す

ることとなる。

保護費として敷金を支給したのは、その契約時に需要があったため支給したものである。

つまり、需要の測定が誤ったわけではなく、また、退去に当たって生じるであろう需要を

生活保護で立て替えるものでもなく、正当に支給されたものである。従って、法第６３条

により処理するべき性格のものではない。たまたまアパート退去にあたり、家主と入居者

の関係において返還されたものと考えるのが妥当である。また、居室の原状回復に敷金が

追いつかなかったとしても、それについては入居者たる被保護者が負担すべきものであり、

生活保護費により支給することはない。

そのようにして入金される金員である以上、返還されるまで収入があるのかないのか不

明であり、また、金額も返還されてはじめて確定することから、臨時的収入と見るのが妥

当である。

４ 火災保険料解約返戻金がある場合の取扱いについては、問７－１５を参照のこと。

  課長問答 問７の31

  「生活保護通信」№１（2003年１月27日発行）
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（問７－25） 福祉的給付金の特例的取扱い

  心身障害児（者）、老人等社会生活を営む上で特に社会的な障害を有する者の

福祉を図るため、地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金

銭のうち、支給対象者１人につき８，０００円以内の額（月額）については、収

入として認定しない取扱いが認められている。また、特別な事由があり、都知事

が特別な取扱いを必要とすると認められる場合は、厚生労働大臣に情報提供する

こととなっている。

  これにより、特例的取扱いを受けている福祉的給付金にはどのようなものがあ

るか。

  また、福祉的給付金の収入認定上の取扱いにおける留意点は何か。

都においては、以下の福祉的給付金について、月額１７，０００円までは収入として認

定しない特例的取扱いの承認を受けている。また、これらのうち、老人福祉手当及び重度

心身障害者手当については、１７，０００円の他に、介護需要を考慮した認定除外の取扱

いが認められている。

   ・  老人福祉手当

   ・  重度心身障害者手当

   ・ 心身障害者福祉手当

   ・ 児童育成手当（育成手当・障害手当）

福祉的給付金について、収入認定上の取扱いにおける留意点は以下のとおりである。

１  収入認定除外額は、支給対象者１人につき定められているものであり、それぞれの手当

ごとに認定除外額が認められるものではない。

２  上記の手当の認定除外額１７，０００円の中には、次官通知第８の３の（3）のケにい

う８，０００円の額が含まれているので、上記手当の他に福祉的給付金をうける場合に

は、別に８，０００円以内の額が認定除外となるものではない。

３ 老人福祉手当及び心身障害者福祉手当については、区・市により、都基準に加えて区

市町村の単独事業分（支給対象範囲及び基準の拡大並びに支給金額の増）の手当てが支

給されている。これらの単独事業分も含めてそれぞれの手当を一体のものとして、月額

１７，０００円まで収入認定除外の取扱いを行う。

なお、老人福祉手当については、東京都では廃止されているので、各区市で実施して

いて、厚生労働省に協議しているものに限られる措置である。

平成７年７月10日付７福生保第 440号福祉局生活福祉部長通知

局長通知第８－２－ (6)－ア及びイ
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（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

       

    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から支給され

る年金及び一時金（弔慰金又は葬祭料）の収入認定上の取扱いについて示され

たい。

１ 東京都心身障害者扶養年金制度について

東京都心身障害者扶養年金制度は、心身障害者を扶養する保護者が死亡した後の心身

障害者の生活を安定させるために、毎月一定の年金を終身支給するものである。

この制度は、平成19年3月1日をもって廃止された。平成19年2月28日時点で年金受給中

であった者には、それまで同様の年金給付が継続される。これは生活保障的な性格を持

つものではなく、心身障害者の介護等の特別な需要に充てられるものであり、社会通念

上収入として認定することは適当でないと考えられるものとして、次官通知第８－３－

(3)－コにより、収入として認定しない取扱いを行うものである。

また、葬祭料（年金受給中に心身障害者が死亡した場合、一時金として支給される。）

も、社会通念上収入として認定することが適当でないものとして、次官通知第８－３

－ (3)－イにより、収入として認定しない取扱いを行うものである。

   平成19年3月1日時点での未受給者には、清算金が支払われることとなるが、収入認

定上の取扱いは以下のとおりである。

① 清算金を分割受領した場合

  年額３６万円（基本・特約とも加入の場合４８万円）以内は、次第８－３－(3)

－コにより収入として認定しない。これをこえる金額については、自立更生にあて

られる額を除き、次第８－３－(2)－エ－(ｲ)「その他臨時的収入」として8,000円を

こえる額を認定する。

② 清算金を一括受領した場合

   自立更生にあてられる額を除き、次第８－３－(2)－エ－(ｲ)「その他臨時的収入」

として8,000円をこえる額を認定する。

  ※①②で清算金を２の共済掛金に充てる場合は、自立更生にあてられる額に含む。

２ 心身障害者扶養共済制度について

  心身障害者扶養共済制度は、各都道府県、政令指定都市が実施主体となり、全国的に

統一された仕組みで運営されている制度であり、制度の目的は上記１と同様である。東

京都では、平成20年4月1日より東京都心身障害者扶養共済制度を実施している。(なお、

被保護世帯員が本制度に加入する場合、1口目の掛金の1／2が減額される｡)

  この制度により、年金が支給された場合、次官通知第８－３－(3)－コにより、収入と

して認定しない取扱いとする。

また、弔慰金（年金を受領することなく心身障害者が死亡した場合、一時金として支

給される）が支給された場合、社会通念上収入として認定することが適当でないものと

して、次官通知第８－３－ (3)－イにより、収入として認定しない取扱いを行う。

当年金を脱退した場合、加入期間に応じて脱退一時金が支給されるが、当該年金を収

入認定除外の取扱いとしている趣旨をふまえ、当該一時金の使用目的が生活保護の趣旨
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目的に反しない場合については収入認定の除外対象とする（ただし、当該一時金をもっ

てまかない得る特別の需要については、重複する形で保護費が支給されることのないよ

うに調整する）。

（問７－27） 老人福祉手当の取扱い

    老人福祉手当の収入認定上の取扱いにおける留意点について示されたい。

老人福祉手当については、介護需要に応じて以下のとおり収入認定額を算定する。なお、

都の老人福祉手当は平成１５年度以降は廃止されている。以下の取扱いは、区市町村で実

施している老人福祉手当で、福祉的給付金の特例的取扱いの対象として、国へ協議済みの

ものが該当となる。

１ それぞれの場合の認定額

(1)  手当を介護人（介護を要する者の家族に限る。）を得るための費用に充てている居

宅の老人の場合。

      １７，０００円に介護人を得るための費用（告示別表第１第２章－２－(5)に掲げる

額を限度とする。）を加えた額まで収入認定しない。

      なお、この場合、既に他人介護料が計上されている者については、介護人を得るた

めの費用として認定除外した額を、他人介護料の認定に際し減額調整する。

(2) 手当を介護人を得るための費用に充てていない居宅の老人の場合

      １７，０００円に家族介護加算の額（告示別表第１第２章－２－(4)に掲げる額）を

加えた額まで収入として認定しない。

なお、手当額が認定除外可能額を下回るので、家族介護加算の差額を計上する。

ただし、独居老人の場合は１７，０００円と家族介護加算の範囲内で認定除外する。

加算の差額は計上しない。

(3) 入院中の老人

      月額１７，０００円まで収入として認定しない。

２ 認定額が変更となる場合の取扱い

(1)  １の (1)及び (2)の場合の受給者が月の中途で入院した場合

    １か月以上入院する者については、翌月初日から１の(3)の取扱いにより、認定額を

変更する。（入院月の認定額の変更を要しない。また、短期入院のため、基準生活費

の変更を要しないときは手当の認定額の変更も要しない。）

(2) １の (3)の場合の受給者が月の中途で退院した場合

      退院した日の属する月から、１の(1)及び(2)の取扱いにより認定する（日割り計算

を要しない。）。

(3)  手当受給者が月の中途で死亡した場合

    ア  死亡月は、認定額の変更を行わない

    イ  翌月分以降、手当が家族の収入となる場合の認定除外額は、１７，０００円とす

る。（死亡日の翌日付で当該施設に対して加算を含めた基準生活費の認定変更を行

うものであるが、手当の認定額の変更は、翌月初日付で行う。）

(4) 家族が月の中途で入院し、１の (2)の場合の受給者が一人で居宅に残った場合
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      家族が１か月以上入院する場合、当該家族の基準生活費の変更は翌月初日から行う

こととなるが、居宅に残った老人の手当の認定額の変更は家族が入院した月から１の

(1)の取扱いにより認定額を変更する。

      なお、家族が退院した場合は、２の(2)と同様に取り扱う。

  収入認定除外額（２８年度）※都制度は平成１５年度以降なし。

手当額

（月額・参考）

   収入認定除外額 収入認定額   加算の取扱い

２７，５００円

居

宅

手当を介護人を得るための

費用に充てている場合

１７，０００円＋介護人を

得るための費用

合計２７，５００円以内

介護人を得るた

めの費用に応じ

て定まる

他人介護料を認

定する場合、介

護人を得るため

の費用として認

定除外した額を

減額調整する

手当を介護人を得るための

費用に充てていない場合

１７，０００円＋家族介護

加算の額のうち、１０，５

００円

合計２７，５００円

     ０円

家族介護加算は

差額の１，６４

０円計上する

独居老人の場合

２７，５００円

          ０円 家族介護加算は

計上しない

入

院 １７，０００円 １０，５００円

注 「手当を介護人を得るための費用に充てている場合」

(1) 近隣等の介護を受けている単身居宅の老人の場合、手当を介護人を得るための費用

  に充てていることを確認の上、収入認定除外額を算定する。

(2) 手当を介護人を得るための費用に充てているが、その額が家族介護加算の額に満た

  ない場合でも、家族介護加算相当額を介護人を得るための費用として認定する。

(3)  単身居宅の老人であっても、介護需要がないか又は介護需要があっても公的な介護

を費用負担なしで受けているため、手当を介護人を得るための費用に充てていない場

合は、「手当を介護人を得るための費用に充てていない場合」に該当する。
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（問７－28） 重度心身障害者手当の取扱い

  重度心身障害者手当の収入認定上の取扱いにおける留意点について示されたい。

１ 手当を介護人（介護を要する者の家族以外の者に限る。）を得るための費用に充てて

いる場合

    １７，０００円に他人介護に要する費用を加えた額（月額）まで収入として認定しない。

ただし、上記により他人介護に要する費用として収入認定除外された額を他人介護料（告

示別表第１第２章の２の (5)）の認定に際し減額調整する。

    （例） 実際の介護料が１０万円で、重度心身障害者手当（６０，０００円）と心身障

害者福祉手当（１５，５００円）を受給している場合。

          他人介護料（Ｈ２８年度６９，９６０円）

      ①手当総額

        ７５，５００円

      ②収入認定除外限度額

        １７，０００＋１００，０００＝１１７，０００円

      ③実際の収入認定除外額

        ７５，５００円 （ ＜１１７，０００円 ）

      ④他人介護に要する費用として収入認定除外された額（減額調整を要する額）

        ７５，５００－１７，０００＝５８，５００円

      ⑤算定される他人介護料

        １００，０００－５８，５００＝４１，５００円 （＜６９，７１０）

    なお、上記（例）において、東京都重度心身障害者手当条例第11条及び同要領第７によ

り代行受領方式をとった場合は、上記加算調整の必要はないものである。

２ 手当を介護人を得るための費用に充てていない場合

  対象者１人につき、１７，０００円に重度障害者加算の額（告示別表第１第２章－２

－ (3)に掲げる額）及び家族介護加算の額（告示別表第１第２章－２－ (4)）に掲げる額）

を加えた額（月額）まで収入として認定しない。

  なお、収入認定除外額では賄いきれない特別な需要がある者については、収入認定部

分を預託することにより、認定除外の取扱いができるものであること。

３ 認定額が変更となる場合の取扱い

    老人福祉手当の取扱いに準じる。

重度心身障害者手当の取扱い

    手当月額（平成２８年度）

          ６０，０００円
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    収入認定除外額（平成２８年度）

手当額（月額）    収 入 認 定 除 外 額 収入認定額 加算の取扱い

６０，０００円

手当を介護人を得るための費

用に当てる場合（家族以外の

介護）

１７，０００円＋介護人を得

るための費用

   

介護人を得るた

めの費用に応じ

て定まる

・他人介護料を

認定する場合、

介護人を得るた

めの費用として

認定除外した額

を減額調整する

・重度障害者加

算は全額計上

手当を介護人を得るための費

用に充てていない場合

１７，０００円＋重度障害者

加算＋家族介護加算の額

合計４３，６２０円

１６，３８０円

重度障害者加算

及び家族介護加

算は算定できな

い

  注
１ 重度心身障害者手当と心身障害者福祉手当との併給の場合

上記の表の手当額に心身障害者福祉手当の額を加えた額に対して、収入認定除外額を

算定する。

      児童育成手当と他の福祉的給付金を併給している場合の取扱いは問７－30参照

２ 代行受領について

手当を介護人を得るための費用に充てている場合（家族以外の介護）で、本手当を介

護人が委任を受け、介護労働の対価として受領した場合は、その全額を収入認定除外す

る。

３ 預託について

重度心身障害者手当及びこれと併給される福祉的給付金の収入認定対象部分につい

いて、その者の障害に伴って臨時的に生ずる福祉的需要（その用途が、手当制度の趣旨

に沿うものであり、かつ、最低生活の内容として容認しうる範囲の需要）に充てるため、

適当な者に預託する場合は、収入認定除外の取扱いができる。
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（問７－29） 重度心身障害者手当の預託

  重度心身障害者手当及びこれと併給される福祉的給付金を預託する場合の取扱

いについて示されたい。

１ 目的

    東京都重度心身障害者手当及びこれと併給される福祉的給付金の、収入認定対象部分に

ついて、その者の障害等に伴って臨時的に生ずる福祉的需要（その用途が、手当制度の趣

旨に沿うものであり、かつ、最低生活の内容として容認し得る範囲の需要）に充てるため

適当な者に預託することにより、収入認定しないこととし、もって、障害者の福祉の向上

を図る。

２ 預託先

    社会福祉協議会又は社会福祉法人等

３ 預託期間

    預託目的が消滅するまでの間。原則として１年更新とする。

４ 預託の流れ

                                Ａ                       ③ 預  金      Ｄ
     ⑤契約書取交 被 保 護 者 金融機関

                                    ②    ⑦  ⑧    ⑪ 預金引出し

                                 ①      申 一

                                 預
            ⑥ 通       ⑨      託

  Ｂ        ⑩ 帳             指

                                 導

使請

途書

計及

画び

書

時

返

還

申

出

一

時

返

還                 
承

認

社会福祉協議会等

                                Ｃ
      ④保管依頼 実 施 機 関

（事務の流れ）

  ①  Ｃは預託の趣旨をＡに十分説明して了解を得る。

  ②  ＣはＡから申請書、使途計画書を受理する。

  ③  Ａは第１回目預託分をＤに本人名義で預金し、預金通帳を取得する。

  ④  ＣはＤに預託制度の趣旨、目的等を説明しＢにＡ名義の預金通帳の保管を依頼する。

  ⑤  ＡとＢは、契約書を取り交わす。

  ⑥  Ａは預金通帳をＢに預託する。

  ⑦  Ａは使途計画書に基づき、通帳の一時返還をＣに申し出る。

  ⑧  Ｃは「一時返還承認書」をＡに発行する。
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  ⑨  Ａは契約に基づきＢに対し「一時返還承認書」を添えて一時返還を求める

  ⑩ ＢはＡに預金通帳を返還し、受領書を徴する。

  ⑪ ＡはＤより預金を引き出し、使途計画に基づき購入する。

  ⑫ 更新については、②以降が繰り返されるわけであるが、次の部分は変更となる。

    ア ②の申請書を更新申請書とする。

    イ ③ 、④は不要となる。

  昭和54年５月23日付54民福保第 201号民生局福祉部長通知

昭和51年９月24日付54民福保第1131号民生局福祉部長通知

（問７－30） 児童育成手当の取扱い

    児童育成手当の収入認定上の取扱いにおける留意点について、示されたい。

児童育成手当については、月額１７，０００円まで収入認定除外とする取扱いが認めら

れている。

  この手当の支給対象者は、支給要件に該当する児童を扶養している人となっている。この

ため、児童を扶養している人１人につき月額１７，０００円まで収入認定除外が認められ

るものと解することもできるが、福祉的給付金の収入認定除外の趣旨から、当該児童１人

につき月額１７，０００円まで収入認定除外とする取扱いを行う。

  本手当の中には、育成手当と障害手当の２種類の手当がある。このため、児童が２種類の

手当を受給する場合は、手当総額から１７，０００円を超える部分が収入認定の対象とな

る。

なお、当該児童を対象として他の福祉的給付金（区市町村が行う重度心身障害者手当等

の給付）を支給されている場合は、当該児童が受給するものとみなした児童育成手当と合

算して月額１７，０００円まで 収入認定除外する。１７，０００円を超える額は収入認

定する。

次官通知第８－３－（３）－ケ

  局長通知第８－２－ (6)－ア及びイ
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（問７－３０－２） 原爆被爆者見舞金の取扱い

各区市町村で独自に支給している原爆被爆者見舞金(名称は自治体によって異なる。)

の収入認定は、どのように取り扱うべきか。

支給の根拠となる条例や要綱を確認する必要があるが、概ね被爆者の福祉増進を目的と

して、年１回支給される。これらと同様の趣旨・支給形態であれば、以下のとおり取り扱

うこととされたい。

１ 収入の種類

次官通知第８－３－(2)－ア－(ｱ)「その他公の給付(地方公共団体又はその長が条例

又は予算措置により定期的に支給する金銭)」

２ 認定方法

次官通知第８－３－（3）－ケ「福祉的給付金」に当てはめ、月額８，０００円以

内の額を収入認定除外とする。具体的には、年１回の福祉的給付金なので、別冊問答

集問８－６０により、年額を１２等分した額が月額となり、８，０００円まで収入認

定を除外する。原爆見舞金以外の福祉的給付金を併給している場合は、それらを合わ

せた額に対して８，０００円の認定除外を行う。１７，０００円の特例的取扱いの対

象となる福祉的給付金を併給している場合は、その中に８，０００円の認定除外枠が

含まれているので（問７－２５）、原爆見舞金について別個に認定除外を行うことは

できない。

原爆見舞金についても収入認定除外の特例的取扱いを要すると認められる場合は、

局長通知第８－２－（6）－イにより、都保護課経由で厚生労働大臣宛情報提供を行

われたい（問１２－１５参照）。

（問７－31） 各種制度により支給される介護料の取扱い

       

    被爆者特別措置法第８条による介護手当等について収入認定上の取扱いはどう

なるか。

１ 対象となる手当等

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条による介護手当

(2) 公害健康被害の補償に関する法律第26条による障害補償費のうち介護加算額

(3) 労働者災害補償保険法第24条による介護料

(4) 独立行政法人自動車事故対策機構法による介護料

(5) スモン訴訟の和解に伴う介護費用
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(6) 東京都原子爆弾被爆者介護手当

(7) 石綿による健康被害の救済に関する法律による療養手当

２ 収入認定上の取扱い

(1) 現に介護を受けている場合には、他人介護料（告示別表第１第２章－２－(5) ）に掲

げる額まで収入として認定せず、現に介護を受けていない場合には収入として認定する。

なお、前記１(7)の手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により

支給される健康管理手当相当額まで収入認定を除外し、残りの額について本取扱いによ

り処理する。

(2) 介護に要する費用として収入認定しない取扱いをした場合は、家族介護料（告示別表

第１第２章－２－(4) ）又は他人介護料（告示別表第１２章－４－(5) ）に規定する費用

の算出は行わない。

(3) 他人介護料（告示別表第１第２章－２－(5) ）の額を超えて介護人を付けるための費

用を支出している場合は、当該支出する額まで収入として認定しない取扱いが認められ

ている。

昭和54年5月23日付54民福保第 201号福祉部長通知

昭和57年3月29日付56民福保第1340号福祉部長通知

昭和57年3月29日付56福福保第1341号福祉部長通知

平成18年4月11日付18福保生保第19号福祉保健局長通知

（問７－32） 高校就学に伴う貸付金等の取扱い

  就学者等が貸付金、恵与金、奨学金等を受けている場合の就学扶助の取扱いを

示されたい。また、就学者が就労している場合にその収入を就学費用にあてる際

の取扱いについても説明されたい。

１ 高校就学に伴い、就学者等が就学資金として貸付金、恵与金、奨学金等を受けること

になった場合、この就学費用収入の取扱いは、恵与金については、次官通知第８－３ の

（３）－エにより自立更生に当てられる額は収入認定しない取扱いとなる。

  また、貸付金、奨学金については、局長通知第８－２－（３）－イにより就学のため

に必要な最小限度の額を収入認定しない取扱いとなる。

  なお、併せて就学扶助（生業費〔技能修得費〕高校等就学費用）の支給申請があった

場合には、計上にあたっていくつか調整が必要になる場合があるので、留意すること。

  就学経費は、就学扶助により給付できる金額（基本額、教材代、授業料、入学料、入

学準備金、入学考査料、通学のための交通費、学習支援費）と、支給対象となるものの

支給額を超えて必要となる経費及びその他の経費（修学旅行積立金等）がある。

  具体的な取扱いは、保護開始時において貸付金等を受けている場合には、貸付金等

を就学扶助の支給対象とならないその他の経費及び就学扶助の基準額ではまかない得な

い対象経費にあてさせることとし、当該年度の全ての就学経費を上回る余剰の借受金額
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が生じる場合には、貸付内容の変更を行って償還させるか、次年度以降の就学扶助の対

象とならない部分の就学経費にあてることを確認した上で必要な就学扶助費を支給する。

なお、①当該年度の全ての就学経費を上回る余剰の借受金額が生じていて②貸付金等に

ついて変更や償還ができず③次年度以降の需要も見込まれない場合であっても、貸付金

を就学扶助の対象となる部分にあてることによって費消できる場合には、就学扶助を支

給しないことによって調整が可能となる部分は、収入認定除外とすることができる。

    就学扶助の対象となる経費については、なるべく扶助費（就学扶助）でまかなわせる

こととしたうえで、就学を目的とした貸付金等は、扶助対象外の就学経費にあてさせ、

仮に余剰額が生じても、就学扶助費の調整を行なうことで就学費用にあてさせることと

し、本来の貸付目的に反して生活費にあてることのないように指導すべきものである。

２ 次に就学者が勤労収入を得ている場合の取扱いは、原則として就労控除（基礎控除、

特別控除、未成年者控除）後の収入は収入認定を行なうこととし、就学扶助費の対象と

なる額の就学経費については、申請により支給可能な必要額を算定計上して支給する。

  その上で、就学扶助費の対象とならない分の就学経費について、就学のために必要

な最小限度の額を控除した額を収入認定する。

    ※定時制課程の給食費は、就学扶助費の対象とならない。学校が徴収する給食費の額は

勤労収入から就学のための必要経費として経費控除の取扱いをして差し支えない。

  （参考） 都立高校定時制における標準的な就学経費は、毎年６月のブロック会議資料を

参照されたい。なお、修学資金の各種貸付については「参考資料３」参照。

（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

  

  高等学校等就学者がアルバイト収入を得ている場合、大学へ進学する経費等を収入

認定除外とする際の具体的な取扱いについて示されたい。

高等学校等卒業後の具体的な就労や早期の保護脱却に関する本人の希望や意思が明らか

であり、また、生活態度等から学業に支障がないなど、特に自立助長に効果的であると認

められる場合に、次官通知第８－３－(3)－クー(ｲ)に基づき、次の経費等（複数項目可）

を高等学校等就学者のアルバイト等の就労収入から収入認定除外とするものである。

○ 自動車運転免許等の就労に資する技能を修得する経費（技能修得費の給付対象とな

るものを除く。）

○ 就労に資する資格を取得することが可能な専修学校、各種学校又は大学に就学する

ために必要な経費（事前に必要な入学料等に限る。）

○ 就労や就学に伴って、直ちに転居の必要が見込まれる場合の転居に要する費用

○ 国若しくは地方公共団体により行われる貸付資金又は国若しくは地方公共団体の委

託事業として行われる貸付資金の償還金

１ 事前承認について

  具体的な自立更生計画書の提出を受け、ケース診断会議の活用又は基準を設けるなど
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して、収入認定除外とする経費の承認を行うこと。

(1) 専修学校等の就学に事前に必要な入学料等とは、入学金、入学検定料（受験料）及

び受験する際に必要となる交通費（宿泊代含む。）が対象となる。進学のための予備

校代及び塾代については、問７－５を参照のこと。

(2) 転居に要する費用とは、敷金等のほか、移送費、転居後の生活を始めるに当たり必

要な最小限度の家具什器費及び被服（布団）費等を含めて差し支えない。この場合に

おいて、生活保護基準の範囲によらず、就学・就労後の収入や必要となる経費等を勘

案し、生活に支障のない範囲内の家賃等であるかを考慮の上承認すること。

(3) 貸付資金の償還金とは、当該被保護者（高等学校等就学者）に係る私立高校の入学

金や授業料などの貸付資金であって、卒業後に償還が開始されるものが想定される。

２ 収入認定除外の具体的な方法

  就労収入総額について基礎控除を適用し、必要経費等の控除を行った後の収入充当額

のうち、事前承認を行った金額の範囲内で収入認定除外を行う。なお、原則、収入認定

除外とした金額は、別口座による管理とし、収入認定に係る遡及期間を考慮し、定期的

な確認を行うこと。

３ その他

  高等学校等卒業後、専修学校、各種学校又は大学に就学するための必要な経費に充て

るためのやり繰りによる預貯金等の取扱いについては、課長問答第３の１８－２、別冊

問答集問３－25－２、３を参照のこと。

次官通知第８－３－(3)－ク－(ｲ)

課長問答第８の５８－２
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（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

  

大学等に就学するために必要な経費として収入認定除外の取扱いを行ってきたが、

目的外に使用した事実が発覚した。費用返還の方法について示されたい。

１ 貯めた金額（本取扱い（収入認定除外）により貯められた貯金をいう。以下同じ。）

の一部を目的外に使用した場合

使用目的が生活保護の趣旨目的に反するため、次官通知第８－３－(2)－ウ「財産収入」

として、目的外に使用した全額について収入認定又は法第６３条に基づく返還額決定を

行う。

資力の発生日は、目的外に使用した日（当該日の確認が困難な場合は、目的外に使用

するために口座から引き出した日）となる。

２ 貯めた金額を使用目的の範囲内で使用したが、残余が出た場合

使用目的の範囲内と認められる使用用途が他にないかを確認した上で、なお残余があ

る場合には、活用し得る資産として認定した上で、生活最低基準をまかなう費用として

活用を求めることとなる。

資力の発生日は、残余の額が確定した日とし、上記１同様、次官通知第８－３－(2)

－ウ「財産収入」として全額収入認定又は法第６３条に基づく返還額決定を行う。

  なお、大学等へ進学後に転居するなど、貯めた金額を世帯分離又は保護廃止後に活用

することが予定されている場合においては、残余の額が確定していないため、世帯分離

又は保護廃止前に収入認定を行うことはできない。

３ 貯めた金額の目的外使用に係る法第６３条に基づく返還額決定に当たり自立更生免除

の申出があった場合

  貯めた金額は、卒業後の就労等に充てるものとして認められたものであり、目的外に

使用した金額を限度として支給した保護金品の全額を返還額とすることは、当該世帯の

自立を著しく阻害すると認められる場合とは言い難いため、自立更生免除の考慮の幅は

狭いと考えることが妥当である。

４ その他

事前承認した自立更生計画書の内容と異なり、留年等当初の計画期間を超える場合に

ついては、自立更生計画書の再提出を受け、留年等による変更内容を承認するか否かに

ついてケース診断会議に諮るなどして、その後の取扱いを検討すること。

平成２６年５月ブロック別事務打合せ会議（前期）資料
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（問７－33） 離婚に伴う養育費、慰謝料の収入認定

    被保護者が離婚したことに伴って、養育費、慰謝料等を受領した。この取扱い

はどうなるか。

被保護者の離婚に伴う、養育費、慰謝料の取扱いは、養育費については、生活費として

渡されることから、収入を得るための必要経費を除き、仕送り、贈与等の収入として全額

収入認定する。

慰謝料については、「保険金、その他の臨時的収入」として８，０００円（月額）を超

える額のうち、自立更生に当てられる額を除いて収入認定する。

自立更生に当てられる額は、原則として直ちに自立更生のための用途に供されるものに

限られる。ただし、将来の自立更生にあてられることを目的として適当な者に預託されて

いる場合には、その間は収入認定しない取扱いもできる。

なお、自立更生のための用途に供される額の認定基準（対象範囲及び額）については、

課長問答 問第８の４０を参照されたい。

（問７－34） 交通事故被害に伴う補償金等の収入認定

    被保護者が交通事故の被害者となった場合に受領した補償金の取扱いは、どの

ようにすべきか。

被保護者が交通事故にあい、補償金を受領した場合の取扱いは、「保険金、その他の臨

時的収入」として８，０００円（月額）を超える額のうち、自立更生に当てられる額（対

象範囲及び額は、課長問答・問第８の４０参照）を除いて収入認定する。また、自立更生

に当てられる額が、将来の自立更生にあてられることを目的として適当な者に預託されて

いる場合には、その間は収入認定しない取扱いができる。（前述の問７－33と同様）

なお、交通事故の補償金は事故にあったことによる被害を補償する金銭という性格から、

原状回復のための経費については、より積極的に自立更生にあてられる額とすべきである。

補償金等の支払いは示談成立等の時期よりも後に行なわれる事例が多いため、法第６３

条返還を適用する場合も生じる。返還額決定の際の免除額を考慮するにあたっては、同様

に原状回復に費消せざるを得ない額について、免除を考慮すべきものとして差し支えない。
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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

  個人タクシーを営業する者の収入の認定に当たって、必要経費をどう算定する

か。

一般に、個人タクシーを営業するに際して、標準的な経費は以下のとおりである。

１ 各地域タクシー協会及び上部タクシー協会加盟費

２ 自動車損害賠償責任保険（強制保険）

３ 車検費用、修理費用

４ 燃料費用

５ 駐車場費用

６ 日個連自動車共済、日個連一般共済、日個連車両共済（任意保険）

７ 所得保障保険、共済保険

８ 個人営業会計委託事務費

９ 労災保険（労災特例加入制度による任意のもの）

なお、必要経費の算定に当たっては、客観的な資料によって確認する必要がある。

（問７－36） 生命保険の外交員の必要経費

  生命保険の外交員の必要経費はどこまで認められるか。

生命保険の外交員について、収入を得るための必要経費を認める場合の基本的な考え方

は、別冊問答集（問 8-18）に示されているとおりである。

収入の増加をもたらすために必要とされる「手みやげ」は、ほとんどすべての外交員が

営業上配る少額の物品（例：会社名入りの菓子）については、必要経費として認められる。

また、契約成立時のおおむね２，０００円程度の小品（例：靴下セット、ハンカチセット）

の贈答についても、大多数の外交員が行っており認められる。

この他、生命保険会社が外交員に営業用に貸与する生命保険料等の計算用端末費用及び

営業活動に伴う交通費も含むものである。
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（問７－37） 特別控除を行う場合の収入年額

特別控除を行う場合の収入年額は、通勤費等の実費を控除する前の収入額をい

うものであるか。

特別控除を行う場合の収入年額は、勤労収入（次官通知第８－３－ (1)－ア）について

は通勤費等の実費控除前の収入年額をいい、また、農業収入又は農業以外の自営収入（次

官通知第８－３－ (1)－イ又はウ）については生産必要経費又は事業必要経費を控除した

後の収入年額をいうものである。

なお、収入年額の算出にあたっては、推定認定、ズレ（次月）認定をしていたとしても、

１月から12月まで実際に決定調書上で認定していた額（停止期間中の収入認定相当額及び

６３条適用された就労収入認定額も含まれる）を用いる。

※ 特別控除は、平成２５年８月以降廃止となっているが、平成２５年７月以前に支給した

保護費を対象とする法第６３条の適用に当たっては、特別控除を考慮する必要があるた

め、留意すること。

課長問答 第８の28（平成２５年７月１日付社援保第0701第1号厚生労働省社会・援護局

保護課長通知による改正前）

運用事例集 問７－２答５の (3)

（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

  特別控除を年２回以上に分けて行う場合の方法について、示されたい。

特別控除を年２回以上に分けて行う場合は、次のとおり。

１ その年において初めて特別控除を行うときは１月から当該特別控除を行う月までの収

入を、その年において既に特別控除を行っている場合は直前の特別控除を行った月の翌

月から当該月までの収入をもって特別控除基礎額とし、その１割額を特別控除額とする。

  ただし、その特別控除基礎額の割合でその年の収入が継続すると推定した場合、その

年収額の１割額が特別控除額表の額（次官通知第８－３－ (4)）を超えることが明らか

なときは、その表の額により、各特別控除期間、社会慣習等を考慮して、それぞれの特

別控除に対応させた限度額を設定し、特別控除額を定めること。（この場合、その時点

における特別控除額が特別控除基礎額の１割額を下回ることもあるが、その年の最終の

特別控除の実施に際して調整が図られるものである。）

２ 特別控除限度額（年収の１割額又は特別控除額表の額）との調整は、その年の最終の

特別控除を決定するときに行う。

３ その年の最終の特別控除において、年収の１割相当額が特別控除限度額を超える場合、

特別の事情がない限り就労状態が良好であると認め、限度額の１．３倍を認定すること。
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(この場合、年収の１割相当額が限度額の１．３倍に満たなくとも、必ず限度額の１．３

倍を認定するものである。)

なお、毎月特別控除を行っている者の年収の１割相当額が、限度額を超えた場合も同

様に考え、限度額の１．３倍を認定すること。

４ 特別控除額表の額に１．３倍を乗じて得た額を特別控除額として認定することは、年

末における特別控除の適用に当たり考慮されるものである。年末における特別控除以前

の特別控除において、あらかじめ、１．３倍を乗じて得た額を年収額の１割と対比させ

て取り扱うことは認められない。

５ 年末に特別控除を行う場合、12月に臨時収入がないか、又は少ないために、年間控除

額の限度額まで特別控除を適用できない状態にある者については、12月の収入で控除し

きれなかった残額を当該年度の末までの間に認定して差し支えない。

  なお、12月の収入で全額を控除できる場合に、翌年に渡っての分割認定を行うことは

好ましくないので、注意されたい。

※ 特別控除は、平成２５年８月以降廃止となっているが、平成２５年７月以前に支給した

保護費を対象とする法第６３条の適用に当たっては、特別控除を考慮する必要があるた

め、留意すること。

課長問答 第８の28（平成２５年７月１日付社援保第0701第1号厚生労働省社会・援護局

保護課長通知による改正前）

  別冊問答集 問８－７４（平成２５年７月１日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務

連絡による改正前）

運用事例集 問７－２答５の (3)

（問７－39） シルバー人材センター及び小規模作業所の会費

  シルバー人材センター等の会員になって就労収入を得ている場合、会費を収入か

ら控除することは認められるか。

シルバー人材センターの会員資格を得るために必要な会費については、収入を得るため

の必要経費として、当該収入から控除して差し支えない。精神障害者等の小規模作業所に

おける「作業所会費（会員資格を得るための会費）」も同様の取扱いとする。

ただし、会員の親睦を図るための費用等については、認められないものである。

（問７－40） 傷病手当金からの社会保険料の控除の取扱い

  健康保険の被保険者である者が病気休職して、給料が支給されなくなった。毎

月、傷病手当金が支給されているが、傷病手当金から社会保険料の控除はできる

か。
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傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病により療養のため就労不能となり、給料を支給

されないとき、又は支給されても傷病手当金の額より少額であるときに支給されるもので

ある。休職４日目から標準報酬日数の60パーセント（ただし、給料の一部が支給されてい

るときは、その分減額される。）が支給され、支給期間は１年６か月である。

このように、傷病手当金が毎月の給料に代わって支給されるものであるという性格を持

つことから、支給された傷病手当金から社会保険料を控除する取扱いを行って差し支えな

いものである。

なお、傷病手当金の収入認定上の取扱いは、次官通知第８－３－（２）－ア（恩給、年

金、失業保険金その他の公の給付）により、実際の受給額を認定することとなる。

（問７－41） 就労に伴う託児費用の取扱い

  保育所入所や学童クラブに要する費用は、就労に伴う子の託児費用であるが、

必要経費として控除できるか。

就労に伴う子の託児費には、保育所入所支度に要する費用及び区市町村が実施する学童

クラブに要する費用を含むものである。都内の学童クラブの実情から、区市町村が実施す

るもの又は公的助成のもとに運営されているものについては、その費用を「その他の必要

経費」として収入から控除して差し支えない。控除することができる費目は、児童の保育

料、おやつ代などの託児に要する費用である。

なお、就労に伴う託児費用を「その他の必要経費」として収入から控除する場合、控除

の対象となる収入には、就労収入のほか、児童扶養手当、児童手当あるいは年金等の収入

（収入認定の対象となる世帯の収入）も含まれる。したがって、就労開始時当初における

託児費用を例えば、児童扶養手当の収入認定額から控除することも可能である。ただし、

収入認定すべき就労収入が得られる状態に達した後については、当該就労収入から控除す

べきものであること。

  課長問答 問８の48

（７－４２） インターネット等を用いた収入の取扱いについて

       
被保護者がインターネットや携帯電話のネットサービスにより収入を得た場合の

取扱いはどうするか。

インターネット利用コストの低下に伴い、被保護者がネットを利用し、様々なサービス

を利用する機会が増加してきた。これに伴いネットオークションやアフィリエイト収入等、

様々な形で被保護者が収入を得る機会も生じている。こうした収入については収入の種類

に様々な様態が存在するため、実施機関において詳細な調査を行い、下記の例も参考にし
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て認定されることとされたい。

１ ネットオークションによる収入

  保有否認されていた家財であれば全額を保護開始時からの法第６３条適用となる。保

有容認されていた家財を処分した場合は次第８－３－（２）―エー（イ）により８，０

００円をこえる額について、認定を行う。

２ アフィリエイト（成果保証型広告）による収入について

  被保護者がブログサイト等を開設し、アフィリエイト広告等により収入を得た場合、

勤労収入とみなすか、その他の収入としてみなすかにより取扱いが異なる。その者が広

告収入を得るためになんらかの労働をしていると認められる場合は勤労収入とすべきで

あるが、単にサイトまたはブログに設置してあるだけの広告から得られる収入まで同様

に取り扱うべきではない。調査のうえ、事務所において判断されたい。

  (1) 調査の結果、勤労収入として扱うこととした場合

   局第８－１－（３）により農業以外の事業（自営）収入として扱う。

  (2) 調査の結果、その他の収入として扱うこととした場合

次第８－３－（２）－エ－（イ）により８，０００円をこえる額について、認定を

行う。

３ ネットゲーム利用に伴うポイント還付による収入について

携帯ゲームサイトのゲーム利用をする（広告を見る）ことによってポイントが発生し、

それを換金するサイトが存在する。被保護者がこのサイトを利用し、ポイント還元によ

り収入を得た場合、利用者はなんらかの勤労の対価として報酬を得たのではなく、サイ

ト閲覧により収入を得たに過ぎないため「その他臨時的収入（次第 8－3－（2）－エ－

（イ））」とするのが妥当である。

上記いずれの場合であっても、ネット接続料金や最低限の通信料については経費として

みなす余地があるので留意する。



第８ 保護の決定
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第８章 保護の決定

この章で扱う事項

保護開始時の要否判定について

・保護開始時の要否判定                                ・・・問８－１～８

・他法他施策の自己負担金の減免を受けられる場合    ・・・問８－９、10、10-2

・境界層該当証明について                                 ・・・問８－11、11-2

入院入所者の保護費の取扱いについて

・保護施設入所事務等について                            ・・・問８－14～18

・施設入所者に対する保護の適用                         ・・・問８－23～26

・その他施設入所者に対する保護の適用                  ・・・問８－27、30

保護の停廃止時の取扱いについて

・累積金の取扱い・・問８－33、34    ・保護廃止時の要否判定・・問８－ 37～40

・保護停止中の取扱い・・問８－35   ・所在不明による保護廃止・・問８－41、44

・海外渡航者の取扱い・・問８－36   ・拘留された者等について・・問８－28、29

その他保護の決定に関することについて

・移管ケースの取扱い・・問８－12、13 ・自己退院（退所）の場合・・問８－42、43

  ・路上生活者の取扱い・・問８－19～22 ・単身被保護者死亡時の場合・・問８－45

  ・誤って受けた申請の取扱い・・問８－32 ・扶助費の再支給額の算定・・問８－31

・辞退届の取扱い・・問８－46      ・急迫した要保護者を発見した場合・・問８－47

キーワード

【保護の要否及び程度の決定】
  保護の実施にあたっては、まず、保護を要するか否かを判定し（要否の判定）、保護

を要するとされた場合には、保護の方法、種類、程度等が決定される（程度の決定）。

  要否の判定は、保護の受給要件を満たしているか否かの判断であり、単に生活に困窮

していることのみによってではなく、資産、能力の活用その他法に定める義務の履行も

要件となるものである。しかしながら、通常は、生活困窮度の測定に基づく保護の要否

判定を意味するものである。一方、程度の決定は、月々どの程度の保護を要するかを具

体的に決定すること、すなわち支給すべき保護費の程度決定を意味する。

  要否の判定及び程度の決定は、ともに最低生活費と収入充当額との対比によって決定

される。収入充当額（収入認定の対象となる収入から収入控除額を除いた最低生活費に

充てるべき額）が最低生活費に満たない場合に保護要と判定され、不足する費用が扶助

されるのである。

  保護開始時の要否判定については、臨時的需要及び自立助長を目的とする費用は認定

されない（一部の移送費及び被服費、医療及び介護費、出産及び葬祭費は認定される）。

  保護廃止時の要否判定については、基本的にすべての最低生活費が認定の対象となる

（転居費用が保護廃止後に必要となる場合など、廃止時に需要がない場合には対象外）。

  程度の決定にあたっては、収入のうち、年金や手当など複数月分がまとめて支給され

る場合には、次回受給月までの月数で分割して認定するなど、家計の消費の実態に適合

した認定方法を用いることで、月々の最低生活の生計維持を考慮した程度の決定が可能

になっている。
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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

  保護開始時の要否判定の際、最低生活費の算出に用いる費目について示された

い。

保護開始時の要否判定においては、最低生活費と収入充当額をそれぞれ算出し、それを

対比する必要がある。以下のように、最低生活費が収入充当額を上回った場合に保護開始

となる。

最低生活費  ＞  収入充当額

１ 開始時の最低生活費の算出に際し用いる費目内訳（課長問答・第１０の４及び５）

【生活扶助】

基準生活費（第１類＋第２類+（地区別冬季加算））

  入院患者日用品費

  介護施設入所者基本生活費

  加算

  被服費(おむつ代)（局長通知第７－２－（５）－ア－（カ））

移送費（局長通知第７－２－（７）－ア－（ア）及び（イ））

【住宅扶助】   家賃、間代、地代

【教育扶助】   教育扶助基準、教材費、給食費、交通費、学習支援費、学級費

【介護扶助】   介護費（住宅改修費を除く）、移送費

【医療扶助】   医療費、短期医療費（特例）、移送費     （問８－７参照）

【出産扶助】   出産費

【葬祭扶助】   葬祭費

上記に加え、国民健康保険料等の健康保険料（減免等が利用できる場合、利用した上で

その者に賦課される、最低限の額）を実費で計上する。
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    ［具体例］

               ３３歳夫、２９歳妻、４歳子の居宅３人世帯

                                                    （H28.4.1現在、1級地－1）

   【生活扶助】１類・２類  １４８，３８０円

                 児童養育加算     １０，０００円

   【住宅扶助】家 賃    ６４，０００円 （※例示）

   【医療扶助】外 来 実 費         実 費

【そ の 他】健康保 険料     実  費

      最低生活費計    ２２２，３８０円 + 医療費実費 ＋ 健康保険料

                      （要否判定に用いる最低生活費）

２ 要否判定の際、１の費目の中で該当となる部分の扶助費を足しあげたものが、その世

帯の最低生活費となる。ただし、要否判定には用いない扶助基準もあるので、以下に示

すこととする。

≪開始時の要否判定には用いない扶助基準≫

【生活扶助】

期末一時扶助費

家具什器費

入学準備金

配電・水道・井戸・下水道設備費

被服費（局長通知第７-２-（５）－ア－（カ）を除く）

移送費（局長通知第７-２-（７）－ア－（ア）及び（イ）を除く）等

【住宅扶助】   敷金、契約更新料、住宅維持費

【介護扶助】   住宅改修費

【生業扶助】   生業費、技能修得費、高校等就学費（「就学扶助」）、就職支度金



- 281 -

（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

  保護開始時の要否判定の際、収入充当額の算出に用いる費目について示された

い。

  要否判定の際に用いる収入充当額は、定期的な収入金額（月額）と開始時に現に所持して

いる手持ち金の合計額である。以下に、定期的な収入金額を算出する際の費目及び考え方

を示すこととする。

１ 開始時の収入充当額算出に際し用いる費目

各種勤労控除及び必

要経費控除等

要否判定に用いる基礎控除額

必要経費の実費（社会保険料、所得税、労

働組合費、通勤費等）

出稼ぎ等の実費

託児費

公租公課

収入の中で主なものは稼働収入であるが、稼働収入を得るためには就労先までの交通費

が必要であったり、所得税をはじめ健康保険料などの公租公課が給料から予め天引きされ

る場合がある。その場合には、必要経費の実費（実費控除）を稼働収入から差し引く必要

がある。また、事業を営んでいる場合の事業収入の場合においては、原材料費、仕入れ代、

事業で使う機械器具の修理費等が必要経費の実費となる。

  （ａ）勤労収入

    勤労収入においては、支給総額から勤労に伴う必要経費として局長通知第10の２

の(1)に定める別表２に定める額（以下「要否判定控除額」という。）を差し引いて

から必要経費の実費を差し引いた額が要否判定の際に用いる定期的な収入金額の月

額となる。

（ｂ）事業収入

        事業収入においては、事業収入総額からまず必要経費の実費を差し引き、その後の

額から要否判定控除額を差し引いた額が要否判定に用いる定期的な収入金額の月額

となる。

（ｃ）その他の収入（年金等） ≪その他の収入（年金、恩給）－実費控除≫

        その他の収入は、主に年金、恩給であるが、平均月割額から必要経費の実費を差し
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引いた額が要否判定の際に用いる定期的な収入金額の月額となる。

（ｄ）申請時所持金 《手持ち金から定期的な収入の推定残額を除いた金額》

    開始時の要否判定時には、所持金（手持ち金）は定期的な収入の推定残額を除く

   全額が収入充当の対象となる。

    当該世帯の最低生活費（医療・介護費を除く）の５割までの所持金については、

   あくまでも、開始後の程度の決定時に保有容認することができるのであって、開始

   時の要否判定時にあらかじめ差し引くものではないことに留意する。（要否判定で

   所持金から差し引くべき金額は「定期的な収入の推定残額」である。）

    ［具体例］ 注：手持ち金の取扱いは「問８－３」を併せて参照のこと

         （ここでは説明を簡略にするため、推定残額を含まない手持ち金とし

て例示している。）

           勤 労 収 入 額 （ 名 目 ）   ８０，０００円

           要否判定控除額            １４，５１０円

           必要経費（実費控除）      １０，０００円

           手持ち金（勤労収入以外）        （ 実 額 ）

                                      

  勤労収入額（名目）－要否判定控除額－実費控除 ＝ 定期的な勤労収入金額

        (80,000) －   (14,510) － (10,000) ＝ ５５，４９０円

  要否判定に用いる収入充当額＝定期的な勤労収入金額＋手持ち金（勤労収入以外）

                              ＝５５，４９０＋手持金（勤労収入以外）の実額

  以下に、収入充当額の算出に際し用いない費目を列挙する。

≪開始時の収入充当額算出に際し用いない費目≫

各種勤労控除及び必

要経費控除等

新規就労控除、未成年者控除、

不安定収入控除

現物５００円控除

貸付金の償還金
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  開始時及び廃止時の要否判定の際に用いる国民健康保険料及び後期高齢者医療制度保険

料の額は、減免等を利用した上でその者の収入に応じて賦課される最低限の額を用いるこ

とを原則とする。申請時においても実際に賦課されている保険料は用いず、計算上の最低

限の額を用いる。

保護要となり程度の決定を行なう際は、国民健康保険証、後期高齢者医療証は返還する

ので、実需が生じないことから、保険料相当額について考慮する必要はない。ただし、老

齢年金等から特別徴収されている場合、特別徴収を停止する期日に間に合わないと、次回

年金支給の際も特別徴収が行なわれる。保護開始後の年金から特別徴収されている保険料

については、収入認定の際、年金から控除して差し支えない。

保護開始後保険料が再計算され、過払いとなった保険料が保険者から還付された場合は、

その他公の給付として収入認定する（問７－１９参照）。

（問８－３） 保護開始時に申請者の所持する金銭の取扱い

  保護開始時の要否の判定及び程度の決定に際して、申請者の所持する金銭はど

のように取り扱えばよいか。

１ 保護開始時の所持金の考え方

  保護の要否の判定および程度の決定は、最低生活費と収入充当額との対比によって決

定される。

    その際に評価する収入は、定期的な収入金額（月額）と現に所持している金額の合計額

である。

  ただし、現に所持している金銭のなかには、定期的な収入の残額が含まれており、これ

を手持ち現金として評価すると、定期的収入を二重に評価することとなる。これを避け

るため、所持金額から定期的収入の推定残額を除く必要がある。つまり、定期的収入の

ある世帯においては、定期的な収入がない世帯と違い、現に所持している金額をそのま

まその世帯の収入充当額にできないので注意が必要である。

                        （推定残額の算出方法は問８－５）

（問８－２－２） 年金から特別徴収されている国保料の取扱い

  満６５歳以上の国民健康保険被保険者で、老齢年金から国保料が特別徴収されてい

る者から、申請があった場合の取扱いについて示されたい。
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２ 要否の判定

  給料・年金等の定期的な収入のある世帯に対する保護開始時の要否の判定に際しては、

申請時に所持している金銭（手持ち金）のうち定期的な収入の推定残額を除いた金額と、

その世帯の定期的な収入の月額とを加えた額を要否判定の際の収入として扱う。

  定期的な収入のない世帯に対する開始時の要否の判定に際しては、申請時に所持して

いる金銭のすべてをその世帯の要否判定の際の収入として扱う。（問８－５、事例１参

照）

    ［具体例］

   
   現に所持している金額        １０万円

      定期的な収入（年金）          ８万円（月４万）

    仮に定期的収入の推定残額が６万円であったとすると、現に所持している金額１０万円

の中に定期的収入の推定残額６万円が含まれていることになり、純粋な手持ち金は４万円

となる（１０万円－６万円）。よって、要否判定に際し評価する収入は定期的収入である

年金月額の４万円と、所持金額から定期的収入の推定残額を除いた純粋な手持ち金４万円

を加えた、計８万円となり、現に所持している１０万円がそのまま要否判定に際し評価す

る収入とならない。

《要否判定に用いる収入》

(1) 定期的な収入のある世帯

給料・年金等の月額 ＋ 申請時所持金－給料・年金等の推定残額

                          （給料・年金等以外の所持金）

(2) 定期的な収入のない世帯

申請時所持金

３ 程度の決定

  保護要とされた世帯に対する開始月の程度の決定に際しては、定期的な収入の有る無

しにかかわらず、申請時に所持している金銭のうち当該世帯の保護の基準（医療扶助及

び介護扶助を除く）の２分の１までの金額を収入認定の対象としない。

  これは、一般世帯の場合でも月々一定額の繰越金をもって家計が円滑に維持されてい

ることから、被保護世帯においても家計上の繰越金を認めることが自立のために必要で
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ある、という考えに基づいている。

  開始月の扶助費は、その月の最低生活費（月の途中開始の場合は日割り計算によって

得られる額）から、その月に収入認定すべき金額を差し引いて算出する。

  その月に収入認定すべき金額とは、申請時に所持している金銭のうちその世帯の保護

の基準の２分の１を超える金額と、申請日以降月末までに得られる収入のうち開始月に

収入認定することとした収入認定額とを合計した額である。

《程度の決定》（定期的な収入のある世帯及び定期的な収入のない世帯）

最低生活費

（日割り）

－ 申請時所持金－保護の基準の１／ ２ － 月末までの収入のうち

開始月に収入認定する

こととした収入

※「月末までの収入のうち開始月に収入認定することとした収入」とは、次のとおり。

(1) 給料について

   保護開始後月末までに給料収入がある場合、開始日から給料日までの日数、開始月

  の扶助額、給料日、開始時の手持ち金等を勘案し、今後の給料収入の認定方法（当月

  認定にするか、翌月認定にするか）を定める。

   上記により、給料を当月認定することと決定した場合は、その全額について収入認

  定要領に基づき認定した額が「月末までの収入のうち開始月に収入認定することとし

  た収入」となる。

   保護開始後月末までに給料収入がない場合は、「月末までの収入のうち開始月に収

  入認定することとした収入」はないこととなる。（問８－５、事例６、７参照）

(2) 年金について

  保護開始後月末までに年金支払日がある場合、年金月額の全額が「月末までの収入

  のうち開始月に収入認定することとした収入」となる。（問８－５、事例４参照）

   ただし、これにより算定した結果、開始月の扶助額が開始日から年金支払日までの

  最低生活費（日割り）を割り込むこととなる場合で、開始時の手持ち金をもってして

  もなお最低生活が保障されないときには、開始月に認定すべき年金月額を開始月から

  翌月以降に適宜分割認定することとして差し支えない。（問８－５、事例５参照）

   保護開始後月末までに年金支払日がない場合は、「月末までの収入のうち開始月に

  収入認定することとした収入」はないこととなる。（問８－５、事例２、３参照）

(3) 臨時収入について

保護開始後月末までに臨時収入が予定される場合、 (2)の保護開始後月末までに年金

支払日がある場合と同様に取り扱う。
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（問８－４） 給料・年金等の推定残額の算出方法

  定期的な収入のある世帯から保護の申請があったときは、要否の判定を行うに

当たって、給料・年金等の推定残額を算出しなければならないが、その具体的な

方法を示されたい。

給料・年金等の支給日から保護申請日までの経過日数を計算し、給料・年金等がその間

に均等に消費されたと仮定して、残っているべき金額（推定残額）を計算する。

                                         支給日から申請日までの経過日数
推定残額 ＝ 支給額 × （ １－                                      ）

                                             ３０ × 月数

支給額：実際に支給された手取りの額

支給日から申請日までの経過日数：支給日から申請日の前日までの日数

３０：通常月は３０を使うが、２月のみ実日数を使う。

月 数：毎月支給されるものは１となり、２か月分が支給されるものは２となる

       
なお、保護申請前にやむを得ない事情で給料・年金等を費消してしまい申請時所持金の

額が推定残額に満たない場合は、推定残額を超える部分はないことから、月々の収入額を

もって要否の判定を行うこととなる。

     ［具体例］

             前回年金受給日    保護申請日

               ２月１５日         ３月１日

             年金月額・・・・・  ４０，０００円

             前回受給額・・・・  ８０，０００円

             申請時所持金・・・    ３０，０００円

                                                   １５
      年金の推定残額＝８０，０００×（１－             ）＝５９，６６１

                                          ２９＋３０

        申請時所持金－推定残額＝３０，０００－５９，６６１＝－２９，６６１

申請時所持金の中に年金以外の純粋な手持ち金は無いと考えられ、月々の収入額である

年金月額の４万円を要否判定に用いることとなる。
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（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

  保護申請時に所持する金銭がある世帯に対する要否の判定と、開始月の程度の

決定の方法を具体的に示されたい。

１ 定期的な収入がない場合

      保護申請日

      ５月２５日

      最 低 生 活 費  …………  １０７，０４０円

      申 請 時 所 持 金  …………    ８０，０００円

  保護の要否

              ８０，０００ ＜ １０７，０４０

              保護は要となる

  程度の決定
                                                   １
      世帯の保護基準の２分の１の額１０７，０４０ ×          ＝ ５３，５２０
                                                           ２

      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

              ８０，０００ － ５３，５２０ ＝ ２６，４８０

      ５月分扶助費

                          ３１－２４                     ３１－２４
      １０７，０４０ ×            －２６，４８０ ×             ＝ １８，７９７
                            ３０                         ３０

      ６月分扶助費

                                         ２３                   
        １０７，０４０－２６，４８０ ×             ＝ ８６，７３９
                                              ３０                   
      ７月分扶助費

        １０７，０４０円

   ５月に２６，４８０円の全額を認定すると、５月分扶助費がマイナスとなるため、

  ７対２３の比率で５月と６月とに分割して収入認定している。
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２ 年金収入がある場合 （ａ）月末までに年金収入がない場合で、通常の認定で支障が

               ない場合

   前回年金受給日   保護申請日   次回年金受給日

    ４月１５日        ５月２０日        ６月１５日

   最低生 活費 ・・・・・・・・ １２５，４７０円

   年 金 月 額 ・・・・・・・・  ５０，０００円

   前回受 給額 ・・・・・・・・ １００，０００円

   申請時所持金 ・・・・・・・・  ８５，０００円

                                                          ３５

   年金の推定残額 ＝ １００，０００ ×（１－              ）＝４１，６６６

                                                        ３０×２

   申請時所持金 － 推定残額 ＝ ８５，０００－４１，６６６＝４３，３３４

保護の要否

     ５０，０００＋４３，３３４＝９３，３３４＜１２５，４７０

     保護は要となる。

程度の決定
                                                         １
      世帯の保護の基準の２分の１の額 ＝１２５，４７０×       ＝６２，７３５

                                                                  ２
      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

                ８５，０００－６２，７３５＝２２，２６５

    ５月分扶助費

                              ３１－１９
     １２５，４７０×               －２２，２６５＝２７，９２３

                                ３０

    ６月分扶助費

     １２５，４７０－５０，０００＝７５，４７０
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３ 年金収入がある場合 （ｂ）月末までに年金収入がない場合で、通常の認定方法では

               支障が生じる場合の一例

      前回年金受給日            保護申請日            次回年金受給日

        ６月１５日              ６月１９日              ８月１５日

      最 低 生 活 費  …………  １２５，４７０円

      年 金 月 額  …………    ５０，０００円

      前 回 受 給 額  …………  １００，０００円

      申 請 時 所 持 金  …………  １６０，０００円

                                                     ４
      年金の推定残額＝１００，０００×（１－           ）＝９３，３３３
                                          ３０×２

      申請時所持金 － 推定残額 ＝ １６０，０００ － ９３，３３３ ＝ ６６，６６７

保護の要否

            ５０，０００ ＋ ６６，６６７ ＝ １１６，６６７＜１２５，４７０

         保護は要となる。

  程度の決定                                                  
                                                             １
      世帯の保護基準の２分の１の額 ＝ １２５，４７０ ×      ＝ ６２，７３５
                                                                ２

      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

                  １６０，０００ － ６２，７３５ ＝ ９７，２６５

          ９７，２６５円については、６月と７月の２か月に適宜分割して認定する。

      ６月分扶助費
                              ３０－１８
          １２５，４７０×             － ２７，１４３ ＝ ２３，０４５
                                ３０

      ７月分扶助費

          １２５，４７０ － ７０，１２２ ＝ ５５，３４８

        ここでは、６月と７月の認定額をそれぞれ２７，１４３円と７０，１２２円

        （９７，２６５円を１２対３１で分割した額）とした。

      ８月分扶助費

          １２５，４７０ － ５０，０００円 ＝ ７５，４７０                    
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  ４ 年金収入がある場合 （ｃ）月末までに年金収入があり、通常の認定方法で支障がな

               い場合                    

      前回年金受給日            保護申請日            次回年金受給日

        ４月１５日              ６月３日              ６月１５日

      最 低 生 活 費  …………  １２５，４７０円

      年 金 月 額  …………    ５０，０００円

      前 回 受 給 額  …………  １００，０００円

      申 請 時 所 持 金  …………  ６０，０００円

                                                        ４９
      年金の推定残額 ＝ １００，０００ ×（１－              ）＝１８，３３３
                                                      ３０ × ２

      申請時所持金 － 推定残額 ＝ ６０，０００ － １８，３３３ ＝ ４１，６６７

  保護の要否

              ５０，０００＋４１，６６７＝９１，６６７＜１２５，４７０

              保護は要となる。

  程度の決定

                                                                  １
        世帯の保護基準の２分の１の額 ＝ １２５，４７０ ×        ＝６２，７３５

                                                                  ２

        申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

              ６０，０００ － ６２，７３５ ＝ －２，７３５  ⇒  なし

      ６月分扶助費

                         ３０ － ２
            １２５，４７０ ×              － ５０，０００ ＝ ６７，１０５
                                  ３０

      ７月分扶助費

            １２５，４７０ － ５０，０００ ＝ ７５，４７０
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５ 年金収入がある場合 （ｄ）月末までに年金収入があるが、通常の認定方法では支障

               が生じる場合の処理の一例

      前回年金受給日            保護申請日            次回年金受給日

        ４月１５日              ６月３日              ６月１５日

      最 低 生 活 費  …………  １２５，４７０円

      年 金 月 額  …………  １００，０００円

      前 回 受 給 額  …………  ２００，０００円

      申 請 時 所 持 金  …………  １０，０００円

                                                         ４９
      年金の推定残額 ＝ ２００，０００ ×（ １－               ）＝３６，６６６

                                                      ３０ × ２

      申請時所持金 － 推定残額 ＝ １０，０００ － ３６，６６６ ＝ －２６，６６６

                                                                 ⇒  なし

  保護の要否

              １００，０００ ＜ １２５，４７０

              保護は要となる。

  程度の決定

                                                                  １   
      世帯の保護基準の２分の１の額 ＝ １２５，４７０ ×          ＝ ６２，７３５
                                                                 ２

      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

            １０，０００ － ６２，７３５ ＝ － ５２，７３５  ⇒なし

      ６月分扶助費
                                   ３０－２
          〈１２５，４７０ ×              － １００，０００ ＝ １７，１０５ 〉
                                 ３０

    年金収入１０万円を認定すると６月分扶助費は１７，１０５円となるが、これでは手

持ち金を併せても年金支払日までの最低生活に支障をきたすこととなるので、１０万円

を開始月から翌月にかけて分割認定することとする。

        ６／３から６／１５までに必要な扶助費を別途計算する。

                                 １５－２
          〈１２５，４７０ ×             － １０，０００ ＝ ４４，３７０〉
                                    ３０
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    開始月の最低生活費（日割り）から、４４，３７０円を控除した額を、開始月に認定す

る年金収入の額とする。こうして分割認定される年金額の残余については、翌月以降に認

定する。

    ６月に認定する年金収入の額

                             ３０－２
      １２５，４７０ ×              － ４４，３７０ ＝ ７２，７３５
                               ３０

    ７月以降に認定する年金収入の額（月々の分である１０万円を除いた分）

        １００，０００ － ７２，７３５ ＝ ２７，２６５

        ２７，２６５円は通常月の扶助額を上回っているため、１／２ずつ２か月に分け

  て認定する。

      ６月分扶助費
                                ３０－２
            １２５，４７０ ×               － ７２，７３５ ＝ ４４，３７０
                                  ３０

      ７月分扶助費

            １２５，４７０ －（１００，０００ ＋ １３，６３３）＝ １１，８３７

      ８月分扶助費

            １２５，４７０ －（１００，０００ ＋ １３，６３２）＝ １１，８３８

              ６月の７２，７３５円、７月の１３，６３３円、８月の１３，６３２円を  

    合計すれば、６／１５の年金月額である１０万円となる。

      ９月分扶助費

            １２５，４７０ － １００，０００ ＝ ２５，４７０
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６ 就労収入がある場合    給料日が月末であるため、その月の収入を翌月の収入として取

り扱った事例

      前回給料日            保護申請日            次回給料日

     １０月２５日          １１月２１日          １１月２５日

      最 低 生 活 費  …………  ２００，１５０円

      給 料 月 額  …………  １２０，０００円

  (要否判定控除後の額）……    １０２，７４０円

    （程度決定基礎控除後の額）…    ９４，４００円

      申 請 時 所 持 金  …………  ８５，０００円

                                                    ２７
      給料の推定残額＝１２０，０００ ×（１－        ）＝ １２，０００
                                                    ３０

      申請時所持金 － 推定残額 ＝ ８５，０００ － １２，０００ ＝ ７３，０００

保護の要否

              １０２，７４０＋ ７３，０００ ＝ １７５，７４０ ＜ ２００，１５０

            保護は要となる

  程度の決定

                                                             １
      世帯の保護基準の２分の１の額＝２００，１５０ ×        ＝ １００，０７５
                                                            ２

      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

              ８５，０００ － １００，０７５ ＝ －１５，０７５  ⇒  なし

      １１月分給料を１２月に認定し、以後同様に、当月の給料を翌月の収入として取り扱

う。

      １１月分扶助費

                                 ３０－２０
              ２００，１５０ ×                ＝ ６６，７１６

                                     ３０

      １２月分扶助費

              ２００，１５０ － ９４，４００ ＝ １０５，７５０
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７ 就労収入と手当がある場合

      前回手当受給日  前回給料日    保護申請日    次回給料日  次回手当支給日

      ４月１０日      ５月２５日    ６月１５日    ６月２５日      ８月１０日

      最 低 生 活 費  …………  １８６，０１０円

      手 当 月 額  …………   ３５，１００円

      給 料 月 額  …………  ８０，０００円

（要否判定控除後の額）……     ６５，４９０円

    （程度決定基礎控除後の額）…  ５８，４００円

      手当前回受給額  …………  １４０，４００円

      申 請 時 所 持 金  …………  ７０，０００円

                                                   ２１
      給料の推定残額 = ８０，０００ ×（１－         ）＝ ２４，０００
                                                   ３０

                                                       ６６
      手当の推定残額 = １４０，４００ ×（１－               ）＝ ６３，１８０

                                                     ３０×４

      推定残額合計 ＝ ２４，０００ ＋ ６３，１８０ ＝ ８７，１８０

      申請時所持金のうちで、要否判定の際の収入対象となる額

                        ７０，０００－８７，１８０＝－１７，１８０ ⇒  なし

  保護の要否          
              ６５，４９０ ＋ ３５，１００ ＝ １００，５９０ ＜ １８６，０１０  
              保護要となる

程度の決定

                                                              １
      世帯の保護基準の２分の１の額 １８６，０１０ ×         ＝ ９３，００５
                                                             ２

      申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

            ７０，０００ － ９３，００５ ＝ －２３，００５  ⇒  なし

      ６月分扶助費 （６／２５の給料を７月の収入として取り扱う。翌月認定。）

                                ３０－１４
     １８６，０１０ ×             ＝ ９９，２０５
                                   ３０

      ７月分扶助費

          １８６，０１０ － ５８，４００ ＝ １２７，６１０

      ８月分扶助費

          １８６，０１０ －（５８，４００＋ ３５，１００ ）＝ ９２，５１０
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（問８－６） 福祉的給付金と保護の要否判定及び程度の決定

  福祉的給付金を受給している入院中の夫と、居宅生活をしている妻の２人世帯

から保護の申請があった。保護開始時の要否判定及び程度の決定を行う場合の収

入額は、どのように算定するか。

  なお、この世帯には、福祉的給付金の他に収入はない。

福祉的給付金については、手当額のうち１７，０００円までは収入として認定しない取

扱いが認められている。

したがって、手当受給額から１７，０００円を除いた額が、保護の要否判定及び程度の

決定に際しての、当該世帯の定期的収入となる。

定期的な収入のある世帯の要否判定に際しては、申請時に所持している金銭（手持ち金）

から当該手当の推定残額を除いた額を算出し、その得られた額と収入認定すべき手当月額

との合計額をもって、要否判定上の収入とすることが必要となる。

推定残額の算出は、保護申請時点における、前回受給額（保護開始前に受給）の理論上

の残額を計算するものであるから、この段階では１７，０００円の収入認定除外額を考慮

せずに手当月額の総額について、計算を行う。

次に、申請時の所持金から、上記により得られた推定残額を控除した金額を、要否判定

上の手持ち金として取り扱う。

〔具体例〕

   前回手当受給日    保護申請日    次回手当受給日

    ４月１０日          ７月３０日          ８月１０日

   最低生活費 ・・・・・ １４４，１５０円

   手当月額 ・・・・・・  ５３，０００円

   手当の認定額 ・・・・  ３６，０００円

   前回受給額 ・・・・・ ２１２，０００円

   申請時所持金 ・・・・  ３０，０００円

                                                 １１１
   手当の推定残額＝２１２，０００×（１－             ） ＝１５，９００

                                              ３０×４

   申請時所持金－手当の推定残額＝３０，０００－１５，９００＝１４，１００
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保護の要否

   ３６，０００＋１４，１００＝５０，１００ ＜ １４４，１５０

   保護は要となる。

程度の決定
                                                         １
   世帯の保護の基準の２分の１の額 ＝ １４４，１５０×        ＝７２，０７５

                                                                 ２
    申請時所持金のうちで収入認定の対象となる額

      ３０，０００－７２，０７５＝－４２，０７５ → なし

    ７月分扶助費
                     ３１－２９
        １４４，１５０×                 ＝９，６１０

                          ３０

   ８月分扶助費

     １４４，１５０－３６，０００＝１０８，１５０

  １人で複数の手当を受給している場合では合算額で考え、考え方は同様である。
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（問８－７） 保護開始時の要否判定に用いる医療費

  保護開始時の要否判定に用いる医療費について、具体的に示されたい。

  要否判定に用いる医療費は、高額療養費制度における低所得世帯に適用される自己負担限

度額を上限とした額である。

１ 高額療養費制度における医療費の負担限度のしくみ（概要）

①高額療養費の自己負担限度額

７０歳未満の者の健康保険被保険者（被扶養者）の高額療養費の自己負担限度額は、一

般（旧ただし書所得２１０万円超６００万円以下）の場合は、８０，１００円に療養に要

した額の２６７，０００円を超える部分に１００分の１を乗じて得た額を加えた額である。

（「区市町村民税が課せられない者」及び「要保護者」については、３５，４００円。）

また、７０歳以上の者の自己負担金限度額は、一般の入院の場合は、４４，４００円（低

所得者の場合は２４，６００円又は１５，０００円。）であり、外来通院の場合は、一般

は１２，０００円（低所得者は８，０００円）である。

②特定疾病にかかる高額療養費

人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ

因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不

全症候群（ＨＩＶ感染を含み、厚生労働大臣が定める者に係るものに限る。）に係る療養

について保険者の認定を受けた場合に関しては、高額療養費の自己負担限度額はレセプト

ごとに１０，０００円である。

③高額療養費の世帯合算

同一の月に世帯で自己負担金を合算した額が１①に掲げる額を超える場合、高額療養費

制度の対象となり、自己負担限度額は１①の額となる。ただし、７０歳未満の者は、レセ

プト単位で２１，０００円以上の自己負担額のみ合算される。

  なお、７０歳以上で外来通院のみの場合は個人単位で合算し、低所得者の場合は、自己負

担額が８，０００円を超える場合、高額療養費制度の対象となる。

④高額療養費の多数該当

療養のあった月以前の１２月以内に既に３回以上高額療養費（保険加入の被保護者、特

殊疾病等にかかる高額療養費をのぞく。）が支給されている場合の当該療養に係る算定基

準額は、７０歳未満の一般（旧ただし書所得６００万円以下）については４４，４００円、

低所得者（住民税非課税）については２４，６００円、上位所得者（旧ただし書所得６０
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０万円超）については９３，０００円又は１４０，１００円となる。

２ 入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費標準負担額

①７０歳未満の者

７０歳未満の者の入院時食事療養費標準負担額は、住民税非課税世帯以外が１食当たり

２６０円、低所得者については、過去１年間の入院期間が９０日以下の者が１食当たり２

１０円、過去１年間の入院期間が９０日を超える者が１食当たり１６０円である。

②７０歳以上の者

７０歳以上の者の入院時食事療養費標準負担額は、現役並所得者及び一般が１食当たり

２６０円、低所得者Ⅱが１食当たり２１０円(過去１年間の入院日数が９０日を超える者は

１食当たり１６０円)、低所得者Ⅰが１食当たり１００円である。

③入院時生活療養費標準負担額

入院時生活療養費(問８－１０－２参照)の対象者に求められる入院時生活療養費標準負

担額は、現役並所得者及び一般が食費(１食当たり、以下同)４６０円(又は４２０円)、居

住費(１日当たり、以下同)３２０円、低所得者Ⅱが食費２１０円、居住費３２０円、低所

得者Ⅰ②が食費１３０円、居住費３２０円、低所得者Ⅰ①が食費１００円、居住費０円で

ある。

３ 要否判定に用いる金額

保護の申請を行った者について要否判定を行う際、最低生活費のうち医療費所要額（入

院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費標準負担額を含む。）の算定については、

上記①～④に掲げるものを上限として用いるが、いずれも低所得者の特例（ゴシックの金

額）の適用があったものとして行い、これにより算定した医療費所要額に収入充当額が満

たない場合、要保護となる。

注１ 上記はあくまでも要否判定に用いる金額である。実際に保護が要となり、医療扶

助が開始された場合の自己負担の限度額については、１③の世帯合算は適用されず、

世帯員ごとに３５，４００円となり、１④も３５，４００円となる。また、７０歳以

上の者はレセプト単位で、外来８，０００円、入院１５，０００円となる。

注２ 療養病棟に長期入院する患者からの保護申請時の要否判定については、入院期間

が１８０日を超え、入院基本料が特定療養費化されている場合、当該入院基本料相当

額は、保護開始時の要否判定には用いないので、注意を要する。

平成18年9月29日付社援保発第0929001号

  「高額療養費及び老人医療一部負担金等の生活保護法における取扱について」

平成14年3月27日付社援保発第0327028号
「療養病棟等に180日を越えて入院している患者の取扱いについて」
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（問８－８） 入院時のおむつ代と保護の要否判定

  保護開始時の要否判定を行う場合に、入院時のおむつ代はどのように取り扱う

か。

入院中に保護の申請があった患者が常時失禁状態にあることから紙おむつ等を必要とす

る場合は、開始時の要否判定の際に当該おむつ代のうち、２０，１００円（平成２８年度

局第７－２－（５）－ア－（カ）参照）以内で必要とする額を最低生活費に含めて計上し

て差しつかえない。

なお、必要なおむつ代の額は入院先の医療機関に確認することとし、上記の限度額を超

える場合であっても、当該限度額を用いて算定すること。

（問８－９） 低所得者の特例措置の取扱い

  保護開始時の要否判定を行う場合に、低所得者に対する医療費自己負担額等の

特例措置が適用可能な場合には、どのように取り扱うか。

保護の申請を行った者が、他法他施策による低所得者に対する特例措置により、医療・

介護・障害者支援等のサービス給付の自己負担額の減免等を受けられる場合には、当該他

法他施策の特例措置を行ったうえで、これにより算定した所要額（生活最低費の合計）に

収入充当額が満たない場合に要保護となる。

具体的には、問８－７、８－10の高額療養費及び入院時食事療養費標準負担額の低所得

者の特例、問８－11の介護保険給付の高額介護サービス費利用者負担上限額及び食事標準

負担額、介護保険料の各減額措置、問８－10-2の入院時生活療養費標準負担額の特例、さ

らに、問８－11-2の障害者総合支援法による障害福祉サービスの定率負担及び食費等の実

費負担軽減、自立支援医療の定率負担及び食費等の実費負担軽減、指定難病の患者に係る

特定医療費及び食費等の実費負担減免並びに小児慢性特定疾病医療費及び食事療養に係る

負担額の減免などの生活保護移行防止策（生保減免）に該当する者については、それぞれ

要否判定時に特例措置の適用の可否を必ず確認すること。

  なお、特例措置の適用にあたって、高額療養費及び入院時食事療養費標準負担額の低所得

者の特例適用対象者（国民健康保険等）、境界層該当者（介護保険）、境界層対象者（障

害者自立支援）等であることの証明を必要とする者に対しては、それぞれの適用順位に従

って、必要となる証明書の交付を行うことになる。（特例措置により保護を必要としない

者は、申請を却下することになる。）
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（参照）

「障害者自立支援法施行規則第27条等の規定が適用される要保護者（境界層該当者）

に対する保護の実施機関における取扱いについて」

  （平成18年3月31日付社援保発第0331007号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

  (最終改正 平成25年4月1日付社援保発0401第1号)

  「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第１条等の規定が適用される要保護

  者（境界層該当者）に対する保護の実施機関における取扱いについて」

  （平成26年12月12日付社援保発第1212第2号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

  「児童福祉法施行令の一部を改正する政令による改正後の児童福祉法施行令第22条等

  の規定が適用される要保護者（境界層該当者）に対する保護の実施機関における取扱

  いについて」

  （平成26年12月12日付社援保発第1212第3号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知）

（問８－10） 医療費及び食事標準負担額の特例措置の取扱い

高額療養費及び食事標準負担額の特例措置の取扱いの対象となる者及びその手続

きについて示されたい。

    要保護者ではあるが、高額療養費及び入院時食事療養費標準負担額の低所得者の特例

が適用されることで保護を必要としない状態に至る者については、特例措置の申請手続

きを前提に保護の申請の却下又は保護を廃止する。

この場合、保護の申請却下通知書又は保護廃止決定通知書の決定理由欄に、減額措置

の区分を記載する。減額措置の申請は、加入する医療保険の保険者あて、上記決定通知

書又はその写に福祉事務所長が原本証明したものを添付して行うので、対象者にその旨

を教示する。

特例措置適用の具体例

６５歳単身の国保加入者で、世帯の収入が老齢厚生年金（介護保険料控除後）

月額150,000円のみである場合

（家賃月額45,000円、入院後１か月経過、おむつ使用ありの事例）

  医療費自己負担限度額：80,100円 食事療養費標準負担額：１食 260円

  老齢厚生年金（介護保険料控除後） 月額146,000円

国民健康保険料 月額1,000円(例示)
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要否判定 （平成２８年度基準）

特例措置を適用しなかった場合

   特例措置適用前の最低生活費192,280円 ＞ 収入認定額146,000円  保護要

入院患者日用品費 一時扶助（被服費) 医療費自己負担額 食事療養費標準負担額 住宅費 国保料

22,680 20,100 80,100    23,400   45,000 1,000

「国保特例高額療養費該当」及び「国保特例標準負担額減額該当」を適用した場合

   特例措置適用後の最低生活費143,080円 ＜ 収入認定額146,000円  保護否

入院患者日用品費 一時扶助（被服費） 医療費自己負担限度額 食事療養費標準負担額 住宅費 国保料

22,680 20,100 35,400 18,900 45,000 1,000

福祉事務所における手続

  保護の申請を却下し、保護申請却下通知書の決定理由欄に「国保特例高額療養費・標準

負担額減額該当」と記載し、本人に交付の上、保険者に対して減額措置の申請を行うよう

教示する。

【高齢者の取扱いについて】

  ７０歳以上の者に係る高額療養費の算定に用いる世帯負担限度額については、そ

の者の状態に応じ、２段階の減額措置が設けられているので、注意を要する。

  以下は単身世帯の事例（一時扶助（被服費・おむつ代基準限度額）を含む場合）

なお、詳細は各区市町村の所管窓口で確認のこと。

※医療自己負担限度区分が低所得者Ⅱ（市町村民税非課税）の場合

入院患者日用品費 一時扶助（被服費) 医療費自己負担額 食事療養費標準負担額 国保料

22,680 20,100 24,600（注１） 18,900（注１） 1,000

最低生活費 87,280円（住宅扶助費を除く）

（注１）「限度額適用・標準負担額減額認定該当（Ⅱ）」による減額を受ける場合

※医療費自己負担限度区分が低所得者Ⅰ（市町村民税非課税）の場合

入院患者日用品費 一時扶助（被服費) 医療費自己負担額 食事療養費標準負担額 国保料

22,680 20,100 15,000（注２） 9,000（注２） 1,000

  最低生活費 67,780円（住宅扶助費を除く）

（注２）「限度額適用・標準負担額減額認定該当（Ⅰ）」による減額を受ける場合

  （注）低所得者Ⅰ・Ⅱの区分は、収入額によるので別途確認のこと。
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（参照） 平成18年９月29日付社援保第0929001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

（問８－10－２） 入院時生活療養費の特例措置の取扱い

  入院時生活療養費の特例措置の取扱いの対象となる者及びその手続きについて

示されたい。

  「健康保険法等の一部を改正する法律」等が、平成１８年１０月１日から一部施行さ

れたことにより、医療保険が適用される療養病床に入院する７０歳以上の者(平成２０年

４月以降は６５歳以上の者)のうち、難病等の入院医療の必要性が高い患者以外の者につ

いて「入院時生活療養費（介護保険と同水準の食費及び居住費の負担）」が求められる

こととなった。

  これに伴い、生活保護法にいう要保護者ではあるが、高額医療費及び入院時生活療養

費標準負担額の低所得者の特例が適用されることで保護を必要としない状態に至る者に

ついては、特例措置の申請手続きを前提に保護申請の却下又は保護を廃止することにな

る。

特例措置の具体例

７２歳単身の国保加入者で、世帯の収入が老齢基礎年金（介護保険料控除後）

月額85,000円のみである場合

（アパート等家賃無し、入院後１ヶ月経過、おむつ使用有りの事例）

要否判定（平成２８年度基準）

医療費自己負担限度区分が低所得者Ⅱの場合

特例措置適用前の最低生活費 96,880円 ＞ 収入認定額 85,000円  保護要
入院患者日用品費 一時扶助（被服費） 国民健康保険料 医療費自己負担額 生活療養費標準負担額

22,680 20,100 1,000 (例示) 24,600（注１） 28,500（注１）

（注１）「限度額適用・標準負担額減額認定該当（Ⅱ）」による減額を受ける場合

医療費自己負担限度区分が低所得者Ⅰの場合

特例措置適用後の最低生活費  80,080円 ＜ 収入認定額 85,000円 保護否
入院患者日用品費 一時扶助（被服費） 国民健康保険料 医療費自己負担額 生活療養費標準負担額

22,680 20,100 1,000 (例示) 15,000（注２） 21,300（注２）

（注２）「限度額適用・標準負担額減額認定該当（Ⅰ）」による減額を受ける場合

※ 低所得者Ⅰ・Ⅱの区分は、収入額によるので別途確認のこと。
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福祉事務所における手続

保護の申請を却下し、保護申請却下通知書の決定理由欄に、区分に従い「限度額適用・

標準負担額減額認定該当（Ⅱ）」又は「限度額適用・標準負担額減額認定該当（Ⅰ）」と

記載し、本人に交付の上、要保護者の加入する医療保険の保険者に対して減額措置の申請

を行うよう教示する。

※ 平成１８年９月２９日付社援保発第0929001号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知

を参照のこと。

（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

       

  介護老人福祉施設入所者から申請があった場合の要否判定と境界層該当証明の

方法について、具体的に示されたい。

  介護保険制度において、給付減額措置の解除及び居住費・滞在費の利用者負担限度額、食

費負担額、高額介護サービス費及び介護保険料について、低所得者基準を適用すれば生活

保護を必要としない者（境界層該当者）に対しては、当該低い額を順次に適用する。

福祉事務所長は、保護の申請却下又は廃止に当たって境界層該当者に対し、境界層該当

証明書及び添付書類を交付し、保険者に対する負担限度額認定申請の際に当該証明書等を

添えるよう教示する。

  境界層措置は｢給付減額等の措置解除｣→｢居住費（滞在費）負担限度額の減額｣→｢食費負

担限度額の減額｣→｢利用者負担上限額の減額｣→｢介護保険料の減額｣の順に行われる。

境界層該当証明は保護申請、廃止時点での収入と実需要(利用サービス、入所居室等)に

基づくため、特に有効期間についての定めはないが、収入やサービス利用状況が変われば

無効となり、新たな申請により再度証明を行なう必要がある。

境界層措置による減額は、保護申請却下(廃止)月の初日から適用が開始され、介護保険

料の減額はその年度の３月末まで、高額介護サービス費に係る利用者負担上限額はその年

度の翌年度７月末まで継続される。食費・居住費(滞在費)の負担限度額はその適用開始月

から翌年度の７月末までとなる。翌年度以降の境界層適用者への変更手続きの勧奨及び時

期については、保険者と連絡をとっておく必要がある。

〔具体例〕７０歳単身 介護老人福祉施設入所者（多床室）からの保護申請

     老齢基礎年金（介護保険料控除前）月額６７，０００円

           （介護保険料）   月額 ３，５００円＊

     国民健康保険料         月額   ９８０円＊

＊額は区市町村により異なる

     手持ち金無し、介護報酬の給付減額等無し

   (多額の手持ち金があり実需要額に基づく要否判定上、否になる場合は境界層措置の対象外)
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  要否判定(平成28年度基準)＊介護施設入所者については、おむつ代は介護保険の報酬に含まれているため、

被服費の一時扶助の対象外であり、要否判定に用いないこと。

＊境界層該当証明での医療費は、実需要から高額療養費自己負担限度額まで

介護施設入所者基本生活費  ９，６９０円

介護施設入所者加算     ９，６９０円

介護保険料加算       ２，０００円・・・生活保護での基準 第１段階

居住費負担限度額          ０円・・・生活保護での自己負担限度額

食費負担限度額       ９，０００円・・・生活保護での自己負担限度額

施設介護費利用者負担   １５，０００円・・・生活保護での自己負担限度額

国民健康保険料         ９８０円

外来医療費         ８，０００円・・・高額療養費自己負担限度額

計         ５４，３６０円＜６７，０００円・・・・・保護否

実需要額（本来適用となる利用者負担）に基づく要否判定  

介護施設入所者基本生活費  ９，６９０円

介護施設入所者加算     ９，６９０円

居住費負担限度額     １１，１００円（３７０円×３０日）※１

食費負担限度額      １９，５００円（６５０円×３０日）※２

施設介護費利用者負担   ２４，６００円 高額介護サービス費利用者負担上限額※３

介護保険料         ３，５００円

国民健康保険料         ９８０円

外来医療費         ８，０００円・・・高額療養費自己負担限度額  

計         ８７，０６０円＞６７，０００円・・・・・保護要

※１，２，３に示した額は住民税非課税(第３段階)の場合の額(境界層該当による減額前)

  境界層該当証明

・８７，０６０円－６７，０００円＝２０，０６０円

   「境界層該当証明書」の「保護を要しない理由」欄は、

「境界層該当措置による２０，０６０円以上の減額を受けることにより、保護を要しな

いため。」と記載する。

・減額される自己負担額

  居住費負担限度額  １１，１００円－０円＝１１，１００円

             （０円 第１段階へ減額適用）

  食費負担限度額    １９，５００円－９，０００円＝１０，５００円

             （３００円×３０日 第１段階へ減額適用）

   ｢境界層該当証明書｣の「添付書類」表中(2)の「減額される自己負担(月額)」欄に「１

１，１００円・多床室・第１段階」及び(3)の欄に｢１０，５００円・第１段階｣と記載
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する。

「減額される自己負担(月額)合計」に「２１，６００円」と記載する。

    平成17年9月21日付社援保第0921001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

(改正 平成27年4月10日 社援保発0410第1号)

「境界層該当者の取扱いについて」

※境界層該当証明の詳細については「介護扶助実施の手引」（東京都版）の境界層    

該当証明の章を参照のこと。
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（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

         

  障害者施設入所者から申請があった場合等の要否判定と境界層該当証明の方法

について、具体的に示されたい。

１ 要否判定及び境界層該当証明の手順

境界層対象者に対する負担軽減措置を受けようとする障害福祉サービス利用者、自立

支援医療利用者、補装具利用者から生活保護の申請があった場合等において、福祉事務

所は市区町村又は都道府県の障害部局に対し、①障害福祉サービス利用者に係る負担上

限月額、②入所施設利用者に係る食費等実費負担額、③自立支援医療利用者に係る概算

医療費額及び④補装具利用者に係る負担上限月額についての情報提供を求める。

障害者総合支援法において、上記①から④について低所得者基準を適用すれば生活保

護を必要としない者（境界層該当者）に対しては、当該低い額を順次に適用する。

保護の実施機関と

なる福祉事務所

境界層措置は

①「障害福祉サービス利用者負担額の減額」

  

②「入所施設利用者食費等実費負担額の減額」

③「医療保険等負担額の減額」

④「自立支援医療負担額の減額」

⑤「補装具負担額の減額」

区市町村

の障害施

策担当

(1)要保護者又は

(2)被保護者

⑤負担軽減措置の申請

④ａ保護申請却下通知書及び境界層該

当証明書（要保護者）

④ｂ保護廃止決定通知書及び境界層該

当証明書（被保護者）

②情報提供依頼

③情報提供

①
保
護
申
請
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の順に行われる。

保護を要さないために必要となる減免額が０円以下になるまで、表１にある順番で負担

上限月額及び食費等の実費負担額を減額する。ただし、医療型障害児入所施設利用者につ

いては、表２又は表３にある順番で負担上限月額及び食費等の実費負担額を減額すること

に留意する。

福祉事務所長は、保護の申請却下又は廃止に当たって境界層対象者に対し、境界層対象

者証明書を交付し、区市町村の障害施策担当に対する負担軽減措置の申請の際に当該証明

書を添えるよう教示する。

表１ 境界層措置の適用順位

① 障害福祉サービス利用者に係る負担額の減額

0円

② 入所施設利用者に係る食費等実費負担額の減額

保護を要しなくなるまで減額

（20歳以上の場合）  0円

（18～19歳の場合）10,000円、（18歳未満の場合）1,000円

③ 医療保険等に係る自己負担額の減額

   35,400円

④ 自立支援医療に係る負担額の減額

   5,000円 ⇒2,500円 ⇒0円

⑤ 自立支援医療に係る食費実費負担額の減額

   0円

⑥ 補装具に係る負担額の減額

   0円

表２ 境界層措置の適用順位（医療型障害児入所施設利用者の場合：２０歳以上の場合）

① 医療保険等に係る負担額の減額

   35,400円

② 自立支援医療に係る負担額の減額

   5,000円 ⇒2,500円 ⇒0円

③ 自立支援医療に係る食費実費負担額の減額

   0円

④ 障害児施設支援に係る医療部分負担額の減額

24,600円 ⇒15,000円 ⇒0円

⑤ 障害児施設支援に係る福祉部分負担額の減額

0円

⑥ 食費の実費負担額の減額

0円

⑦ 補装具負担額の減額

   0円
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表３ 境界層措置の適用順位（医療型障害児入所施設利用者の場合：２０歳未満の場合）

① 医療保険等に係る負担額の減額

   35,400円

② 自立支援医療に係る負担額の減額

   5,000円 ⇒2,500円 ⇒0円

③ 自立支援医療に係る食費実費負担額の減額

   0円

④ 食費の実費負担額の減額

0円

⑤ 障害児施設支援に係る医療部分負担額の減額

（18～19歳の場合）24,600円 ⇒15,000円 ⇒10,000円

（18歳未満の場合）24,600円 ⇒15,000円 ⇒1,000円

⑥ 障害児施設支援に係る福祉部分負担額の減額

0円

⑦ 補装具負担額の減額

   0円

３ 要否判定の具体例（平成２８年度基準）

(1) ３５歳単身 障害者支援施設入所者からの保護申請

       障害基礎年金２級  月額６５，００８円

     手持ち金なし

  実需要額（市町村民税非課税世帯の利用者負担）に基づく要否判定  

    入院患者日用品費       ２２，６８０円

    障害者加算          １４，５９０円

障害福祉サービス利用者負担     ０円

食費等の実費負担額    ４１，００８円

国民健康保険料 １，０００円(例示)

   外来医療費                       ０円 ＊心身障害者医療費助成対象の場合（例示）

      計              ７９，２７８円＞６５，００８円

                               ……… 保護要

保護を要さないために必要となる減免額が０円以下になるまで、食費等の実費負担額を

減額する。
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要否判定    

    入院患者日用品費        ２２，６８０円

    障害者加算           １４，５９０円

障害福祉サービス利用者負担      ０円

食費等の実費負担額     ２６，７３８円 （保護否になるまで減額）

  国民健康保険料 １，０００円(例示)

外来医療費              ０円 ＊心身障害者医療費助成対象の場合（例示）

      計                 ６５，００８円≦６５，００８円

                               ……… 保護否

  境界層該当証明

  ・ 「境界層該当証明書」の「保護を要しない理由」欄は、

「障害福祉サービスの定率負担減額相当」であるため、負担上限月額を０円にするとと

もに「補足給付特例対象」であるので、食費等の実費負担額を２６，７３８円に軽減す

ることによって、保護を要しないため。（軽減額を記載）

なお、当該世帯に係る収入認定額は６５，００８円、最低生活費は６５，００８円で

ある。」

(2) ２０歳単身 医療型障害児入所施設入所者からの保護申請

       障害基礎年金２級  月額６５，００８円

       手持ち金なし

  実需要額（市町村民税非課税世帯の利用者負担）に基づく要否判定  

    入院患者日用品費       ２２，６８０円

    障害者加算            １４，５９０円

障害児施設支援医療部分負担額１１，１２０円

障害児施設支援福祉部分負担額１５，０００円

食費等の実費負担額     １４，８８０円

国民健康保険料 １，０００円(例示)

   外来医療費                       ０円 ＊心身障害者医療費助成対象の場合（例示）

      計                ７９，２７０円＞６５，００８円

                               ……… 保護要
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保護を要さないために必要となる減免額が０円以下になるまで、食費等の実費負担額

を減額する。

要否判定    

    入院患者日用品費      ２２，６８０円

    障害者加算           １４，５９０円

障害児施設支援医療部分負担額     ０円

障害児施設支援福祉部分負担額     ０円

食費等の実費負担額     １４，８８０円

国民健康保険料 １，０００円(例示)

   外来医療費                       ０円 ＊心身障害者医療費助成対象の場合（例示）

      計                ５３，１５０円＜６５，００８円

                               ……… 保護否

  境界層該当証明

  ・ 「境界層該当証明書」の「保護を要しない理由」欄は、

  「障害児施設支援定率負担（医療及び福祉）減額相当」又は「療養介護定率負担（医

療及び福祉）減額相当」であるため、医療に係る負担上限月額を０円にするとともに、

福祉に係る負担上限月額を０円に減額することにより、保護を要しないため。

平成18年3月31日付社援保発第0331007号厚生省社会・援護局保護課長通知「障害者総

合支援法施行規則第27条等の規定が適用される要保護者（境界層該当者）に対する保護

の実施機関における取扱いについて」（平成25年4月1日最終改正）
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（問８－12） 移管ケースの取扱い

  被保護者が所管区域外に転出することになり、転出後も引き続き要保護状態に

あると認められるときは、保護の実施機関はどのような処理を行うべきか。

被保護者の居住地が移転し、引き続き要保護状態にあると認められる場合は、保護の空

白が生じないよう、実施機関相互の連絡を的確に行う必要がある。これは、転居費用を一

時扶助するか否かにかかわらず、住居の移転後に保護を必要とする状態か否かで判断する。

その際、新たな保護の実施機関は、援助方針や独自の基準等を理由として移管を受けな

いというようなことがあってはならない。

なお、従前の保護の実施機関が保護を廃止した日と、新たな保護の実施機関に対して保

護を申請した日との間に空白を生じた場合は、その空白が実施機関の責に帰すべき事由に

よるものであり、かつ、空白の期間中要保護状態が続いていたと認められるときは、新た

な保護の実施機関は、当該期間の始期から保護を開始しなくてはならない。

従前の保護の実施機関は、以下の処理を行う。

１ あらかじめ、被保護者に対し、新たな保護の実施機関あて保護を申請すべき旨の指

  導を行う。

２ 新たな保護の実施機関に連絡し、その者に対する保護の空白が生じないことを確認

  した上、保護を廃止する。

   この場合、十分な時間的余裕をもって移管先の実施機関に連絡を行うよう留意する。

  また、被保護世帯の手持ち金の状況にも注意を払い、移管後の保護費の支給までの生

  活に支障がないよう配慮する。  

３ 保護廃止決定についての通知書の写し、その他の関係書類を添えて、新たな保護の

  実施機関あて移管通知を行う。なお、被保護者転出通知書には、保護の決定実施上必

  要な世帯台帳、保護決定調書、ケース記録の写しを添付する。

【移管時における実施機関相互の連絡事項】

①従前の実施機関は、被保護者の転居先が決定した段階で、速やかに新たな実施機関に

連絡する。なお、連絡を受けた新たな実施機関は、従前の実施機関の援助方針を理由に

移管の適否の判断を行わないこと

  ＊住宅扶助費の地域事情等の関係から、単身世帯に１．３倍額の適用を行う場合、転

居先の実施機関に適用の有無の確認が必要なときは、契約前に確認を行うこと

②転居時期及び保護廃止日の確認

③保護費の算定及び所持金の取扱いに関する調整

④転居確認及び一時扶助（転宅費用）の精算事務に関する調整

⑤その他一時扶助（家具什器費、布団代等）支給の有無の確認

⑥返還金及び継続指導を要する事項についての連絡

⑦他法他施策利用にあたっての事務手続きの確認
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⑧被保護者転出通知書等の送付

なお、東京都女性相談センター等を退所した者については、特例的な取扱いをおこなう

こととなっているので留意する。（問８－25参照）

【「移管」についての留意事項】

  生活保護法（以下「法」という。）における保護の実施責任の消滅による保護の廃止につ

いては、法において特に規定するところがない。この意味での廃止は、法第19条第１項又

は同条第２項の規定に基づいておのずから行われるべきものであって、法第26条第１項に

基づく通常の廃止とは異なり、要保護状態の消滅を前提としない廃止である。すなわち、

これは、保護の実体的な廃止でなく、いわば手続的な廃止であって、この廃止は、居住関

係の変動について事実確認に基づくとともに、新たな保護の実施機関への連絡等の措置を

伴うものとされている。

  したがって、被保護者が保護の実施機関の所管区域外に転出し、かつ、転出後においても

引き続き要保護状態にあるものと認められる場合には、従前の保護の実施機関は、あらか

じめ被保護者に対し新たな保護の実施機関に申請すべき旨の指導を行うとともに、新たな

保護の実施機関に連絡を行って、その者に対する保護に空白が生じないことを確認したう

え、保護を廃止し、当該決定についての通知書の写その他の関係書類を添えて、新たな保

護の実施機関に移管を通知する必要がある。

（問８－13） 移管ケースの手持ち金

  被保護者が所管区域内に転入してきたため、保護申請書等必要な書類の提出を

求めたところ、資産申告書の現金及び預貯金の欄には、当該世帯の保護の基準を

上回る金額が記載されていた。

  このため、保護適用の必要がないものとして、当面、保護の開始をしないこと

としてよいか。

被保護者が住居の移転等により移管された場合、新たに実施責任を負う実施機関では、

新規開始ケースと同様に申請書による申請を受理することとなる。

しかしながら、移管ケースは、本来の新規開始ケースとは異なり、要保護状態が継続し

ている中での実施機関の変更に過ぎないため、保護の適用上は継続ケースとして位置づけ

られるものである。

したがって、移管による新たな実施機関における保護開始の時点で、当該世帯が現金及

び預貯金を保有している場合でも、継続ケースが保有している現金及び預貯金の取扱いと

同等の観点（判断基準）から、これに対処すべきである。

つまり、当該預貯金の目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合は、要否
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判定及び程度の決定の際、収入認定を行わない。

ただし、移管を受けた実施機関は、その時点で当該世帯の保護の受給要件をあらためて

確認・把握しなければならないことは言うまでもない。

（参照）

課長問答第１０の９「他管内からの被保護者の転入」

別冊問答集 問１０－１５

運用事例集

  問３－９ 「保護受給中の預貯金の取扱い」

    問８－34 「累積金の取り扱い」

  問11－８ 「法第63条による返還対象額の算定（7）
       ・（二つの実施機関にまたがる返還金）」

    問11－13 「ケース移管と法第80条免除」
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（問８－14） 保護施設入所事務の取扱い

  被保護者を保護施設（救護施設・更生施設・宿所提供施設）に入所させる場合の

事務処理の方法について、示されたい。

保護の実施機関が、被保護者を生活保護法による保護施設（法第３８条に規定する保護

施設）に入所させて保護を行なう場合は、次に示すところによる（医療保護施設を除く。）。

１ 特別区人事・厚生事務組合が設置する施設（更生施設及び宿所提供施設）

（１）更生施設の利用について

① 特別区人事・厚生事務組合厚生部の設置するバックアップセンターに各区ごとに更

生施設利用申込書を交換便により送付する。

  ②  バックアップセンターは更生施設利用者登録名簿を作成し、所管更生施設の空き状

況等に応じて利用可能施設を各福祉事務所に通知する。

③ 所管更生施設への入所日は、福祉事務所が当該施設と日程を調整して行う。

④ 入所に当たっては、当該施設長あて入所依頼書に検診書（下記３の（６））を添付

して入所依頼し、地区担当員が同行して入所させる。

（２）宿所提供施設の利用について

① バックアップセンターに宿所提供施設の空き状況等利用の可否について照会し、回

答を得る。

② バックアップセンターが利用の可否を決定し、可の場合、入所日等を調整する。

③ 宿所提供施設に入所依頼書・利用者調査票及び検診書（下記３の（６））を送付す

る。

④ 入所決定後、宿所提供施設は入所決定通知書を福祉事務所に送付する。

２ 特別区人事・厚生事務組合が設置する施設以外の施設

  保護の実施機関は、必ず、事前に各施設に電話等で連絡をとり入所手続きについて確

認すること。また、入所面接及び入・退所の際には、原則として地区担当員が被保護者

に同行すること。

（１）救護施設（「救世軍自省館」を除く。）に入所させる場合

① 入所申込時には、入所調査票、保護決定通知書（写）、検診書及び病院長の意見

書等（施設の指定する書類）を提出すること。

  ※医療機関から入所となる場合を除き、病状について参考となる書類として医療

   要否意見書（写）等と検診書が必要となる。

② 入所時には、入所依頼書を提出すると共に、実施機関は対象者の生活歴・病歴・

心身の状況等に関する正確な情報を施設に伝えるよう努めること。

（２）組合（特人厚）が設置する以外の更生施設及び宿所提供施設に入所させる場合

（１）に準じて行う。
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３ その他

（１）各施設間で措置替（入所施設の変更）を行う場合も、１及び２に準じた処理を行う。

（２）他の実施機関の管内に所在する宿所提供施設に被保護者を入所させた場合は、保護

  の実施機関は、施設所在地の福祉事務所に移るので、直ちに被保護者の転出について

  新たな保護の実施機関への連絡等の措置（移管手続）をとること。

   ただし、緊急一時保護対象者の場合は扱いが異なるので(問２－22)を参照のこと。

（３）救護施設・更生施設の入所者については、入所後も入所依頼を行った福祉事務所が

  実施機関となる。

（４）保護の実施機関は、入所による保護を行っている被保護者について保護の変更を行

  った場合には、保護変更決定通知書（写）を添付して、当該入所保護施設長あてに通

  知する。

（５）救護施設入所者は介護保険の適用除外者として、市町村の介護保険担当部局への情

  報提供が必要となる。（平成１２年３月２８日付社援保第１２号厚生労働省社会・援

  護局保護課長通知）

（６）施設入所の際の検診については、原則として、「保護施設等新規入所者に対する感

  染症予防について」（平成１４年１２月２５日付１４福生保第９８６号東京都福祉局

  長通知）の規定によること。

      通知の要旨

新たに要保護者（ただし、病院等から直接施設に入所する者及び施設相互間の措

置換えをする者を除く。）を保護施設（救護施設及び更生施設）に入所させるとき

には、生活保護法第２８条に基づく検診命令により、医療機関等において以下の検

査を実施する。

また、社会福祉法第２種社会福祉事業の宿泊所を利用する要保護者についても、

原則として１の結核検診を入所時（入所前若しくは入所後１週間以内）に検診命令

により実施する。

１ 結核について

胸部レントゲン検査（１０㎝×１０㎝）を対象者全員に対して実施する。痰に血

液が混じるなど結核感染が疑われる場合は、喀痰検査を行う。

なお、胸部レントゲン検査撮影については「直接撮影」が望ましい。

２ 感染性下痢症について

下痢症状がある場合は医療機関を受診させ、医師が必要と判断した場合には、

便培養により検査（一般細菌及び腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７等））を行い、必

要な治療を行った後に入所させる。

４ 特別区人事・厚生事務組合の設置する宿泊所（第２種社会福祉事業）の利用について

  特別区人事・厚生事務組合の設置する保護施設と同様に、福祉事務所の長を経由して、

バックアップセンターに申し込む。
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（問８－15） 救護施設「救世軍自省館」への入所事務の取扱い

  アルコール依存症の被保護者を、救護施設「救世軍自省館」に入所させる場合の

事務処理について、示されたい。

１ 施設の性格及び目的

「救世軍自省館」は、アルコール依存症者に生活の場を提供し、その全人的疾病から

の回復援助を行うとともに、個別支援計画に基づく自立支援・生活支援を行っている。

２ 入所対象者

地域生活が困難なアルコール依存症者で、合併する精神疾患等があっても施設生活が

可能な者。

３ 入所の手続

（１）施設に連絡をして、｢入所面接資料（施設指定様式）｣等の入所関係資料の送付を依

  頼する。

（２）｢入所面接資料｣に必要事項を記入して施設に送付する。

（３）入所面接の順番が近づくと施設から連絡が入るので、入所面接日までに｢医師紹介状

（施設指定様式）｣、｢精神疾患入院要否意見書（写）」、｢検診書｣を施設に送付する。

   ｢検診書｣の送付対象者及び検査項目は、(問８－14)と同じなので参照のこと。

（４）入所面接に際して、入所の適否については十分に、また４（１）については可能な

  限り施設と協議する。                               
（５）入所が可能になると施設から連絡があるので、入所時には｢入所依頼書｣と｢保護決定

(変更)通知書｣を持参する。

※入所面接及び入・退所時には、必ず地区担当員が被保護者に同行すること。

４ その他

（１）被保護者の入所期間は、個別支援計画に基づいて設定される。したがって、入所依

  頼は、施設の個別支援計画に対して必要な情報提供を行うと共に、退所後の措置又は

  援助方針等について、あらかじめ十分検討し、施設と相談した上で行うこと。

（２）被保護者が施設における保護の目的を達成したため、退所の措置をとるときは、施

  設と十分協議の上、退所後の援助等について適切な措置をとること。

（３）被保護者が任意に施設を退所したときは、施設等と協力して、その所在の確認に努

  め適切な措置をとること。単に、任意退所した事実をもって、安易に保護の廃止等の

  措置をとることのないように厳に注意すること。
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（問８－16） 保護施設事務費等の収入充当順位

  保護施設に入所している被保護者に収入がある場合、その収入充当順位はどう

なるか。

保護施設事務費及び委託事務費の収入充当順位は、原則として、次官通知第１０の各種

扶助費の後順位である。

しかし、最低生活費を超える収入があるため、本人支払額がある被保護者について、医

療扶助、生業扶助及びその他の一時扶助が必要となった場合は、当面、保護施設事務費の

額に達するまで保護施設事務費本人払いとし、なお、残余がある場合に医療扶助、生業扶

助及びその他の一時扶助の本人支払額として差し支えない。

［具体例］（救護施設の場合）

  収入充当額       １５０，０００円（収入認定額・例示）

  入所保護施設基準     ６２，９４０円（H28年度基準額）

  障害者加算        ２１，８９０円（H28年度基準額）

  保護施設事務費      ６０，０００円（例示額）

   医療扶助額               ３０，０００円（例示額）

   移送費                          ８５０円（例示額）

  収 入 充 当 順 位 と 保 護 費 額 収入充当・

本人支払額

保護費支給額

最低生活費

（入所保護施設基準＋各種加算）
８４，８３０ ８４，８３０

保護施設事務費   ６０，０００   ６０，０００

医療扶助   ３０，０００     ５，１７０   ２４，８３０

生業扶助

その他の一時扶助         ８５０         ８５０

      合     計 １７５，６８０ １５０，０００ ２５，６８０
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（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

  被保護者が月の中途で保護施設に入退所した場合の、保護費等の取扱いについ

て示されたい。

１ 居宅又は入院により保護を受けていた者が、月の中途で保護施設に入所した場合、入

所分の保護費は、入所前のその月分の保護費全額が既に支払われているか否かにかかわ

らず、日割り計算により算定した入所保護費（入所日から月末までの分）について、東

京都国民健康保険団体連合会を通じて施設の長に交付する。

  なお、この結果、被保護者に当月分の保護費について過払いが生じた場合は、地方自

治法施行令第１５９条による戻入措置をとるか、それが困難な場合には、事情に応じて

法第８０条による免除措置について検討する。

２ 月の中途入所者であって、入所月において収入充当額が最低生活費を超える者につい

ては、当該月の保護を停止することを原則的な取扱いとする。

３ 月の中途退所者であって、最低生活費（入所基準生活費と居宅基準生活費について、

それぞれ日割り計算して得た額の合計額）を超える収入がある者については、当月分の

保護施設事務費の範囲内で本人支払額を生じるものである。

４ 月の中途退所と同時に保護が廃止となる場合は、入所期間に応じて最低生活費（入所

基準生活費）と収入認定額を日割り計算する。３とは異なり、収入は退所後の生活にも

充てられるので日割り計算を要する。

（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

      

  保護施設に入所中の者が入院した場合、保護施設事務費はどのように認定すれ

ばよいか。

保護施設の入所者が入院した場合において、次の各号の全てに該当する時は、入院期間

中であっても、３か月以内に限り保護施設事務費を支出して差し支えない。

１ 対象

(1) 入院直前まで生活扶助を受けていた者であって、現に法による医療扶助を受けて入

院している者

(2) 入院見込み期間が３か月以内であり、疾病の治癒した場合、入院前に入所していた

保護施設に再び入所する以外まったく他の道がない者
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２ 入院見込み期間の判断

  入院後３か月以内に確実に退院できる見込みがある旨の医師の意見（医療要否意見書

でも可）により判断する。

３ 保護施設事務費上の入院期間の算定

  入院日の属する月の翌月から起算して３か月以内とし、月を単位として算定する。

４ 入院に伴う保護の変更決定の取扱い

(1) 収入充当額が最低生活費を超える場合、その超える額を保護施設事務費本人支払額

として、当該被保護者が施設に直接支払うものとする。

(2) 収入充当額が最低生活費以下の場合又は収入がまったくない場合には、その差額又

は最低生活費を扶助支給額として決定し、実施機関が当該被保護者に直接交付するもの

である。

５ 計算方法の具体例（救護施設の場合）

  入所保護施設基準   ６２，９４０円（H28年度基準額）

  障害者加算      ２１，８９０円（ 同 上 ）

  入院患者日用品費   ２２，６８０円（ 同 上 ）

  収入充当額      ８１，２６０円（H28年度障害基礎年金１級相当額）

  保護施設事務費   ２０２，１０８円（H27年度都内救護施設事務費支弁基準額の平均額）

※ 救護施設入所中は、重度障害者加算が計上されないが、入院（法令命令入院を除く）

  の期間は、入院日用品費の計上と併せて、重度障害者加算の対象者に日割計上できる。

   以下の事例は、重度障害加算の対象とならない者の場合の事例として示している。

例１ 入院が１０月１０日、退院が１０月２５日（施設１７日、入院１６日）の場合

10月分

  入所基準＋入院基準
                   １７                   １６
  ６２，９４０×      ＋２２，６８０×       ＋２１，８９０＝６９，６５２.00…
                   ３０                   ３０

  収入充当額 ８１，２６０

保護施設事務費本人支払額

     ８１，２６０－６９，６５２＝１１，６０８

  保護施設事務費

     ２０２，１０８－１１，６０８＝１９０，５００
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例２ 入院が８月１０日、退院が１０月 ５日の場合

８月分 （施設１０日、入院２２日）

  入所基準＋入院基準
                   １０                      ２２
６２，９４０×       ＋２２，６８０×         ＋２１，８９０＝５９，５０２.00…

                   ３０                      ３０

  収入充当額 ８１，２６０

  保護施設事務費本人支払額

     ８１，２６０－５９，５０２＝２１，７５８

  保護施設事務費

     ２０２，１０８－２１，７５８＝１８０，３５０

９月分 （入院３０日）

  入院基準

       ２２，６８０＋２１，８９０＝４４，５７０

  収入充当額 ８１，２６０

  保護施設事務費本人支払額

     ８１，２６０－４４，５７０＝３６．６９０

  保護施設事務費

     ２０２，１０８－３６．６９０＝１６５，４１８

  １０月分 （施設２７日、入院５日）

  入所基準＋入院基準
                   ２７                      ５
  ６２，９４０×         ＋２２，６８０×         ＋２１，８９０＝８２，３１６
                   ３０                      ３０

  収入充当額 ８１，２６０

  保護施設事務費本人支払額

    ８２，３１６－８１，２６０＝１，０５６（入院日用品費として本人へ支給）

  保護施設事務費

     ２０２，１０８

  なお、障害者加算の施設分（東京都国民健康保険団体連合会経由で支給）と入院分（本人

に支給）の振り分けは、問６－３を参照。
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（問８－19） 路上生活者に対する保護の適用

  公園に寝泊まりしている、居住地のない者から保護の相談があった。

  面接の結果、資産・収入のないことが明らかで、保護を適用すべき状態にある

と判断された。

  この者に対して、どのように保護を適用すべきか。

【保護の適用にあたっての基本的な考え方】

ホームレス状態にある者から相談を受ける時には、相談者の個別の状態に即して適切に

対応することが求められる。つまり、面接相談時に聴取した相談内容を通じて、相談者の

抱える問題・状況を十分に把握したうえで、利用できる施策（路上生活者施策、他法他施

策、生活保護）について説明し、本人の意思を尊重しながら、最も適切な施策を選択して

支援を行うことが大切である。

ホームレス状態にある者に対する生活保護の適用については、一般の要保護者と同様、

保護を必要とする状態にある場合は、状況に即して保護を適用し、当該要保護者の個々の

状況を踏まえた自立に向けた支援を行う必要がある。

      相  談 ⇒     施 策 の 提 供    

ホ

｜

ム

レ

ス

→

福

祉

事

務

所

→

①路上生活者施策（自立支援センター等）

②他法他施策（法外援護事業・特診券等を含む）

③生活保護

    ・居宅保護（アパート、宿泊所等）

    ・施設保護（保護・他法施設）

                                                                          

生活保護を適用する場合には、日常生活を営む能力の程度と自立に向けた指導援助の必

要性の程度をふまえ、本人の生活状況と利用できる社会資源の有無などを総合的に勘案し、

実際に居宅生活が可能かどうかを判断する。路上生活をしていたことのみをもって、居宅

生活が不可能と判断するのは誤りである。その結果、居宅生活に移行することが可能と判

断された場合には、必要とする福祉サービスの利用にも配慮しながら居宅化を進める。（開

始時において敷金等を必要とする場合は、局第７－４－（１）－キにより支給）。

また、直ちに居宅生活を送ることが困難である場合は、保護施設において保護委託を行

うことになるが、即時に保護施設の利用が困難な場合は、保護施設入所に至るまでの間、

宿泊所等の利用可能な臨時的宿泊施設を用いて起居する場の確保をしなければならない。

所管区域内に宿泊所等がない実施機関にあっては、他管内にある宿泊所や簡易宿所（通

称ドヤ）等を利用することになるが、この場合、当該待機期間中の保護の実施責任は宿泊
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手配をした保護の実施機関が実施責任を持つ（現在地保護の例による）。他管内の宿泊所

や簡易宿所を利用しての保護はあくまで臨時的な措置であり、長期間の利用は行わない。

なお、簡易宿所利用に当たっては、簡易宿所所在地の福祉事務所に、被保護者の氏名、

保護の開始月日、簡易宿所の名称・所在地を連絡する。

また、宿泊所等の利用も不可能な場合には、現実問題として、保護の方法に困難が伴う

が、居住地がないこと自体は保護申請の却下理由にはならない。したがって、可能な限り

他の方法を講じることが必要である（例えば、サウナやカプセルホテル、旅館等を利用し

ている場合であっても、そのことをもって保護の対象とならない理由にはあたらない）。

例えば要保護者が単身者でなく家族の場合には、宿所提供施設での緊急一時保護事業も利

用可能な施策の一つである。

いずれにしても、要保護状態にある者から保護の適用を求められた実施機関は、現実の

諸条件の中で可能なあらゆる方策を講じて、保護適用の責任を果たすことが求められる。

そのためにも、日常から、路上生活者等が相談来所した場合の対応に関して、あらかじめ

入所できる施設を確保しておく等の検討と準備を組織的に行っておくことが重要である。

問８－19－2

（問８－19－２） 簡易宿所等の利用について（新設）

  路上生活者に対する保護の適用にあたり、簡易宿所等を利用した場合の留意点

について示されたい。

１ 対象となる簡易宿所等

  要保護者が利用する都内及び都外において旅館業法に基づく営業許可を受けているホ

テル、旅館及び簡易宿所（カプセルホテル、インターネットカフェ、サウナ等の居室を

共用する構造となっているものを除く。以下「簡易宿所等」という。）

２ 簡易宿所等を利用するに当たっての留意点等

（１） 基本的な考え方

ア 簡易宿所等については、居室の環境から一時的な居所として位置付けられるもので

あり、また、自立に向けた援助が人的・物理的に困難になることが想定されるため、

原則、短期的な利用にとどめること。

イ 援助方針及び訪問計画に基づき、適切に簡易宿所等への訪問を行うとともに、利用

開始後６か月以内の地域生活移行（アパート転宅等）に向けた支援を行うこと。

ウ 開口部以外が硬質の壁で区切られていること等プライバシーに配慮された居室であ

って、１世帯で使用するものを利用すること
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（２）やむを得ず６か月を超えて簡易宿所等を利用する場合の留意事項

簡易宿所等の利用については、一時的な利用とし、利用開始後６か月以内の地域生活

移行（アパート転宅等）に向けた支援を行うことを原則とするが、局長通知第７－４－(1)

－キの「居宅生活ができると認められる者」に該当しない場合は、６か月以上の利用と

して差し支えない。

ただし、少なくとも年に１回以上、居宅移行可否の検討及び判断並びに本人への居宅

移行についての意向確認を行い、記録に残すこと。

平成２７年６月２４日付２７福保生保第２５７号福祉保健局生活福祉部長通知

（問８－20） 簡易宿所からの居宅移行について

  簡易宿所を利用して保護を受けている者から、居宅生活の希望があった。

  所内での検討の結果、居宅における日常生活能力について、特に問題点はなく、

また、実施機関からの指導指示に関しても、理解・応答のできる者であることが

判った。

  この者に対する転居指導をどのようにすべきか。

前述（問８－19及び問８－19－2）のとおり、生活保護の適用にあたっては、居宅移行時

に必要な条件の整備にも配慮しながら、居宅生活が可能かどうかを判断のうえ、居宅生活

に移行することが可能と判断された場合には居宅化を進めることになる。

簡易宿所の利用者についても、直ちに居宅生活を送ることが困難である場合は、保護施

設（救護施設、更生施設、宿所提供所）に委託するなどの方法により、保護を行うことと

なるが、居宅生活が可能な者については、当該世帯の自立助長を十分考慮したうえで、適

当な居宅を選定させて、居宅による保護（居住地保護）を行う。この場合、保護の実施機

関は被保護者の居住地を限定する権限を持たないことから、被保護者の援助方針に留意し、

被保護者の転居希望先を尊重し決定すること。但し、簡易宿所所在地に集中しないよう留

意する。

転居後の実施責任は居住地保護の例によるため、転居にともない移管が必要となる場合

もあるが、その場合には、移管先の実施機関に事前に連絡したうえで、速やかに移管手続

きを行うこととする。

なお、居宅移行により簡易宿所の利用が終了する際には、簡易宿所所在地の福祉事務所

に被保護者の氏名、保護の開始及び廃止年月日、簡易宿所の名称・所在地を連絡すること。
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（問８－20-2） 無料低額宿泊所からの居宅移行について

        

  居住地のない者から保護の申請があり、直ちにアパート等を確保することが難

しいため、無料低額宿泊所を利用して保護を開始し約１ヶ月が経過した。無料低

額宿泊所は居宅生活へ移行するための一時的な場所であるため、この者に対する

転居指導をどのようにすべきか。

１ 安定した居宅生活への移行

  無料低額宿泊所（以下「宿泊所」という。）の利用に際しては、居宅基準により１類、

２類等を計上しているが、一般的な居宅形態とは異なる。宿泊所は本来の居宅生活へ移

行するための一時的な場所であり、アパート等への居宅化が自立助長の観点から望まし

いため、宿泊所利用者については、アパート等への転居を促進する。

(1) 居宅生活移行の判断基準について

アパート等での生活を希望する者については、アパート等への転居を原則として進め

る。路上生活に至ったことのみをもって、居宅生活への移行が困難と判断せず、これま

での生活歴等を勘案の上、現在の金銭管理能力、生活維持能力などと併せて総合判断す

る。

また、障害・疾病･高齢化等の理由から本人一人の力では居宅生活が困難な場合も、在

宅福祉施策等を利用して居宅生活が可能となる場合もあるので、社会資源の活用につい

て必要な相談･援助を行う。

(2) 退所先の確保等

  民間アパート等の退所先は被保護者本人が探す。なお、地域について保護の実施機関

の管内とする等の限定条件は存在しない。

  民間アパートの入居契約にあたっては保証人を求められることが一般的であり、保証

人の確保が困難な場合は民間の保証制度の利用も検討の上、助言する。

  都営住宅の利用を希望する者については、一般の空家募集のほか、「宿泊所等在寮者

向割り当て制度」の活用を積極的に助言する。この制度は、年に２回施設を通じて募集

がある。

(3) 一時扶助の支給

  宿泊所からの退所に当たっては、課長問答・第７の３０の６により敷金等を支給する。

宿泊所においては、宿泊所の備品の家具什器を使用することが一般的であるので、被服

等身の回りの品以外所持していない場合は、一般居宅へ入居するに当たっては、家具什

器費及び被服費（布団類）を支給し、生活に必要な家具等を揃える。

２ 適切な施設への移行

  宿泊所入所者について、宿泊所、一般居宅においては適切な処遇が図れない場合は、

本人の状況、意思に適合した施設（保護施設、介護施設、養護老人ホーム等他法福祉施

設）への利用、入所転換を図る。
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平成15年3月25日付14福生保第1402号福祉局生活福祉部長通知

（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

       

  路上生活者が救急搬送され、入院したことを契機に生活保護を開始したが、疾

病の治癒により退院することになった。退院後の処遇をどのようにしたらよいか。

退院後の処遇を検討する際には、入院に至るまでの状況や生活実態、病後の身体状況等

を考慮する必要がある。引き続き保護が必要な状態であれば、必要な保護を行うことにな

る。また、保護を受けた者が再び路上生活に戻ることのないよう配慮しなければならない。

退院後、引き続き通院の必要があるか、居宅生活は可能かなどを総合的に検討し、更生

施設への入所や入所待機中の間についての宿泊所等の利用、あるいはアパートへの入居等、

個々の状況に即した自立援助を行うべきである。実施機関・地区担当員が変わる場合は、

退院前後の援助を円滑に行うための配慮が求められる。入院中の実施責任を持つ実施機関

は、退院前から移管先の実施機関と十分に連絡をとり、移管先の地区担当員との引き継ぎ

等を丁寧に行う。

（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

  自立支援センターを利用している者から、医療扶助の申請があった。この場合の保

護の適用について取扱いを示されたい。

  自立支援センター（以下「センター」という。）は、一時的な保護や就労による自立のた

めの援助が必要な路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者を一定期間、福祉事務

所長の承諾に基づいて入所させるものである。支援の流れは、自立支援センターでの宿泊

による緊急一時保護(原則２週間以内)と就労支援及び自立支援住宅での自立生活訓練を行

う自立支援事業(原則、緊急一時保護を含めて最長６か月間)となっている。入所期間中の

入所者については、都及び２３区が共同で負担して必要な援護を行なうため、医療扶助（医

療移送費を含む）を除いて生活保護を適用することはない。

  相談から退所までの、福祉事務所の関わり方及び生活保護適用の考え方は以下のとおり。

１ 利用の手続き

    自区内に起居する路上生活者あるいは路上生活者となるおそれのある者からセンター
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利用の相談があった場合、福祉事務所長は現況確認を行い、利用対象者として適当であ

ると判断した場合には利用承諾を決定して、施設長に利用を連絡し、センターへ移送す

る。なお、その移送費は生活保護による支給はできない。

    この相談及び助言は、生活保護法第２７条の２において、要保護者に対して相談及び助

言を行うことが、法的に位置付けられていることから、基本的には福祉事務所の面接相

談員及び地区担当員が行うこととなる。

２ 生活保護の適用について

（１）センター利用者に対して、居室、食事、衣類、日用品費等が提供される。したがっ

て、センター利用中は、医療扶助を除き原則として生活保護の適用は必要としない。

（２）センター利用中の医療費については、利用承諾した福祉事務所長が実施責任を負い、

必ず要否判定を行った上で医療扶助を適用する。また、医療扶助により通院するに際

して交通費が必要な場合は、医療移送費を支給する。その場合、センターが一時立て

替えた後、利用者からの申請書を取りまとめ福祉事務所長に請求する。

（３）入院の取り扱い

       緊急一時保護事業の場合

     ①センター利用のうち緊急一時保護事業期間中に入院した場合は、原則として利用の

承諾を解除することになる。しかし、検査入院等入院期間が短期（数日程度）であっ

た場合は、福祉事務所長は施設長と協議し、利用承諾の解除をしないことができる。

この場合、医療扶助の要否を検討した上、開始決定を行うとともに、入院の日から退

院の日まで日用品費を支給する。

  ②福祉事務所長は、上記①により、利用承諾を解除した者について、生活保護の適用

を引き続き行う等適切に処遇する。

       なお、福祉事務所長は、利用承諾を解除した者が退院した場合、施設長と協議の上、

直ちに、利用の承諾をすることができる。

       自立支援事業の場合

     ①センター利用のうち自立支援事業期間中(自立支援住宅利用期間含む)に入院した場

合、医療扶助の要否を検討した上、開始決定を行うとともに、入院の日から退院の日ま

で日用品費を支給する。

     ②入院期間が２週間を超えた場合又は短期（２週間以内）であっても退院後就労が見

込めない場合には、福祉事務所長は利用承諾を解除することになるが、利用承諾を解除

した福祉事務所長が生活保護の適用を引き続き行う等適切に処遇する。

（４）退所後の保護の適用について

   緊急一時保護事業の場合

     ①要保護状態のままセンターを退所した場合あるいは退所直後に生活保護の相談を

受ける場合は、退所当日は利用承諾した福祉事務所が保護の実施責任を負う。

     ②福祉事務所長は、センターのアセスメント報告書に基づいて、センター退所後の利

用者の援助方針について検討し、退所時までに決定しておく。（「実施細目３アセス

メント」参照）

       退所後も引き続き保護が必要な者については、宿泊所、アパート、保護施設、老人ホ
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ーム等への入所先の確保など十分に配慮する。

       自立支援事業の場合

       退所後まもなく保護の必要が生じる者及びセンターの利用承諾を解除された者につ

いては、保護の適用を含め、適切に対応しなければならない。

       なお、要保護状態のままセンターを退所した場合あるいは退所後に生活保護相談を受

ける場合、退所当日は利用承諾をした福祉事務所が実施責任を負う。

【福祉事務所が利用承諾を解除する場合】

   センター利用承諾の解除に関しては、緊急一時保護事業にあっては「路上生活者緊

急一時保護事業実施要綱」の第９、自立支援事業にあっては「路上生活者自立支援事

業実施要綱」の第１１において、それぞれ規定されている。（路上生活者対策事業に

ついては各要綱の規定及び各実施細目（特別区福祉事務所長会）の規定に基づく。な

お、詳細は別途確認されたい。）

（５）退所後の住所設定について

       退所後あるいは中途退所後、直ちに生活保護を適用しアパートを設定する場合には、

センター所在区管内に設定（センター設置区の利用者を除く）しないよう助言する。

       なお、退所時にアパートを設定し、次回又は次次回給料支給時まで短期間の保護とな

ることが予定される場合は、アパート所在地に実施責任を移さず、退所後最長２か月

まで従前の保護の実施機関が実施責任を負う（東京都内の場合）。

３ 要否判定の方法

    センターの利用対象者である路上生活者あるいは路上生活者となるおそれのある者は、

住居という最低生活の最も重要な生活基盤を喪失している生活困窮者であり、利用中は宿

所・食事の提供を受けるが、センター退所後に向けて、自ら住居及び当面の生活費を用意

する必要がある。

したがって、センター利用中に生活保護（医療単給）を適用する場合に限って、手持ち

金等の取り扱いを以下のとおりとする。

   （１）基準及び収入

       ①要否判定に用いる基準

         施設基準の加算（障害者加算等）＋医療費（35,400円）低所得者の自己負担限度額＋国保料

       ②要否判定に用いる収入

         センター利用前から所持していた手持ち金から、２０万円を除外した額

         通常の要否判定とは異なり、年金、手当等の定期収入は判定に用いず、手持金額の

みで判定する。なお、認定除外した額は退所後の自立のために充てるものであり、施

設長に保管させるなど、利用中に使用しないよう留意する。

   （２）程度の決定

       （１）の取り扱いにより保護要となった者に対しては、医療扶助を適用する。医療扶

助単給（医療移送費も含む）であるので、生活扶助費の支給は要しない。

          開始時の程度の決定にあたっては、加算がない場合、上記２０万円を超える額が

医療費の一部自己負担となる。また、基準に加算を用いた場合、２０万円に加算を

加えた額を超える額が、医療費の一部自己負担となる。
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   （３）保護受給中の収入の取扱い

         保護を開始した者について、収入の増加又は就労等の開始により収入が生じ、手持

ち金の額が２０万円を超えた場合、収入認定すべき額(２０万円を超えた額)から退所

時に充てる敷金・前家賃・礼金等、家具什器費及び被服費等の額を認定除外し、なお

残余が生じた額について上記（１）により要否判定を行う。

         なお、敷金・前家賃・礼金等、家具什器費及び被服費等の額の目安については、「更

生施設入所者の積立金について(問７－７)」と同様である。ただし、１か月分の最低

生活費相当額については、既に２０万円の手持金の保有を容認しているので、認定除

外を行わない。

   （４）センター退所後保護が継続する場合の取り扱い

         退所後、引き続いて生活保護を適用する場合（医療扶助単給から併給への切替えの

際）は、通常の要否判定と同様に定期収入を認定するのに加え、利用中に認定除外し

ていた額を全額手持ち金(定期収入の推定残額を除く)として改めて要否判定を行う。

   なお、退所時にアパート等の敷金・前家賃・礼金等、家具什器費及び被服費等の需

要がある場合、手持ち金(定期収入の推定残額を除く)を先にそれぞれの需要に充てさ

せた後に、その残額を用いて要否判定を行う。

         程度の決定においては、基準の二分の一まで手持ち金(定期収入の推定残額を含む)

の保有を容認する。

   （５）医療扶助の適用及び通院移送費の支給方法

       「緊急一時保護センター及び自立支援センター利用者の医療扶助にかかる事務処理

要領」（13福生保第1126号・平成13年12月都保護課長通知の別添資料）を参照のこと。

（問８－23） 養護老人ホーム入所者に対する保護の適用

  養護老人ホーム入所者から、医療扶助の申請があった。この場合の保護の適用

について、取扱いを示されたい。

老人福祉法の規定により養護老人ホームに入所し、又は養護受託者にその養護を委託さ

れている者（以下「入所者等」という。）に対する生活保護法の適用については、次のと

おり。

１ 基本原則

  入所者等については、老人福祉法による援護が行われるので、医療扶助が必要な場合

を除き原則として保護の適用の必要はない。なお、医療扶助の適用に際しては、真に施

設において措置できないと認められる場合に限られるものである。

２ 保護の要否及び本人支払額の決定

(1) 入所者等が外来する場合

   保護の要否及び本人支払額を決定する場合、障害者加算の認定要件を満たす者につ

  いては、一般の場合と同様に最低生活費としてこれを認定するが、その他の最低生活
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  費は認定しない。

   また、その者の収入が加算額に満たない場合でも、入所者については、老人福祉法

  により必要な援護が行われるので、その不足分を生活扶助費として支給するものでは

  ない。したがって、老人ホーム入所者に対する保護は、医療単給となる。

(2) 入所者等が短期入院した場合

   保護の要否及び本人支払額を決定する場合、一般の場合と同様に、障害者加算の他、

  入院患者日用品費等の最低生活費を認定する。

   ただし、その者の収入が日用品費及び加算額に満たない場合でも、その不足分を生

  活扶助費として支給する必要はないため、医療単給とする。

(3) 入所者等から医療扶助のための申請があったときは、局長通知第１０－２－（３）に

定める短期傷病等に関する要否判定の特例についても留意すること。

３ 収入の認定

(1) 老人ホームにある者に対し保護の要否判定を行う場合は、金銭収入はまず保護法によ

る最低生活費に充当するものである。したがって、ホーム入所者に対しては老人福祉法

による費用徴収が行われているが、費用徴収を受ける前の収入について、最低生活費と

対比させることとなる。

(2) 入所者等の収入は、老人日用品費※を含め、すべて収入として認定する。ただし、施

設長が処遇の一環として給与する金銭（老人福祉法による加算として施設長が給与する

ものを除く。）は、収入として認定しない。

※老人日用品費

  ① 措置の実施者である都道府県又は市町村は、入院中の被措置者（老人ホームへの

   入所又は養護受給者への委託の措置を受けた者をいう。）については、措置の廃止

   までの間、老人保護措置費のほか、生活費のうち、生活保護における日用品費相当

   額を支弁して差し支えない。

  ② 上記取扱いにより老人日用品費が支弁されている入院中の被措置者について、生

   活保護法による保護の要否及び程度の決定を行う場合には、これを収入として認定

   するものである。

４ 入院継続中に老人福祉法による措置が解除された場合

  保護の要否及び程度の決定を行う上での、最低生活費及び収入の認定は、老人福祉法

による援護はなくなることから、通常の入院患者として、一般の場合と同様に行うこと

となる。

  ただし、保護の実施責任及び費用負担については、この場合においても特別な定めが

あるため、注意を要する。（問２－17）参照   

５ 老人ホーム入所者の国民健康保険加入について

  上記については、「老人福祉法による老人ホームに収容されている者に対する国民健

康保険の適用について」（昭和47年12月15日付社保第 121号）を参照。

６ 介護保険について

（１）介護保険料

    養護老人ホーム入所者のうち、費用徴収基準が第１階層区分に属する者に係る介護保険

料は、老人福祉法措置費で支弁される。第２階層区分以上に属する入所者については、対
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象収入から介護保険料を控除する取扱いが行われる。要否判定には、第１階層区分の介護

保険料を用いる。

（２）介護サービス

  養護老人ホーム入所者による介護保険サービスの利用があった場合、当該者が支払う

べき利用者負担額については、費用徴収階層に応じて老人福祉法措置費から支弁される。

７ 要否判定に用いる費目

      （基準）①  加算                      （収入）①  年金等

              ②  日用品費(入院の場合)     ②  老人日用品費(入院の場合)

             ③  介護保険料（第１階層区分） ③ 介護保険料(第１階層区分)

              ④  医療費自己負担額(限度額まで)

              ⑤  食事療養費（入院の場合）

⑥ おむつ代(限度額まで)
⑦ 国民健康保険料

(注)①⑥及び⑦は、要否判定には用いるが、保護要となった場合は、実際に

支給される訳ではない。

８ 被保護者が老人ホームへ入所する際の移送費について

    入院患者が退院後直ぐに入所する場合にのみ生活保護からの支給が可能である。

（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

       

  東京都女性相談センター（一時保護所）入所者に対して、保護を適用する場合の

取扱いについて、示されたい。

東京都女性相談センターの一時保護は、緊急保護、又は自立のための援助が必要な単身

女性及び母子を一定期間（原則として２週間）保護するものである。入所者については、

都負担により必要な援護が行われるので、原則として、医療扶助（医療移送費等を含む）

を除き法による保護の適用の余地はない。

しかしながら、センター退所後の生活に際して、生活保護の適用が必要となる場合が多

いという実態を踏まえて、以下のとおりの取扱いとする。

１ 世帯の認定

  入所者に配偶者がいる場合であっても、入所者の置かれた状況を勘案し、適切な世帯

の認定を行うこと。すなわち、必要に応じて、法第６３条又は法第７７条の適用を考慮

に入れた、配偶者を除く暫定的な世帯認定を行う。    
２ 保護の決定（要否及び適用）

(1) 入所前にセンターまでの移送費を必要とする場合

  ① 保護申請時の所持金と当該移送に要する経費とを対比して、必要額を支給する。
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  ② 入所後、医療扶助の適用の要がない者については、保護停止としておく。

(2) 入所中に医療扶助を必要とする場合

  ① 退所後に予定される世帯の基準額をもとに、最低生活費の認定を行う。

  ② 最低生活費として認定する費用は「課長問答（第１０の４）」のとおりとする。

  ③ 入所者に手持ち金や定期収入がある場合は、上記①及び②により認定した最低生

   活費と対比した上で、要否判定を行う。

  （上記①・②・③については、下記の（３）退所後の生活に際して保護の適用が必要

   となる場合の取扱いと同様である。）

  ④ ③により保護が必要となった場合、申請時所持金のうち①で認定した最低生活費

   の２分の１の額まで、収入認定の対象としない。収入認定額が①で認定した最低生

   活費を上回る場合は、その上回る額が医療費の本人支払額となる。

  ⑤ 入所者については、一時保護の予算により必要な保護が行われるので、たとえそ

   の者の収入が最低生活費の額に満たない場合であっても、その不足分を生活扶助と

   して支給するものではない。

(3) 退所後の生活に際して保護の適用が必要となる場合

  ① 退所後に予定される世帯の基準をもとに、最低生活費の認定を行う。

  ② 最低生活費として認定する費目は「課長問答、問（第１０の４）」のとおりとす

る。

  ③ 入所者に収入がある場合は、上記①及び②により認定した最低生活費と対比した

   上で、要否の判定を行う。

  ④ 退所後の住居を確保するための費用を必要とする場合は、局長通知第７－４－(1)

－キにより、敷金等を支給する。

    敷金等、家具什器、被服費及び転居に伴う移送費を入所中に支給すべき事情があ

   るときには、入所中に保護開始し、必要な時期に当該扶助費を支給することとして

   差し支えない。（ (1)の②により保護を停止していた者については、停止を解除する

   こととなる。また、入所中に医療扶助を適用していた者については、改めて保護を

   開始する必要は生じない。なお、被保護者への敷金等の支給は、課長問答第７の30

   の答中５に基づくものである。）

    なお、この場合に支給する扶助費は、入所中の生活需要に対応するものではなく、

   退所時点の需要に伴う一時扶助に限られるものである。

        また、月の中途で退所し、保護を適用する場合の加算の取扱いは、問６－17を参

照のこと。

３ 保護受給中の者に対する取扱い

  被保護者が入所した場合は、１か月以上の入所でない限り、保護の変更決定を要しな

い。１か月以上入所する者については、入所日の属する月の翌月の初日から基準の変更

を行う。
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（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

  高齢者虐待防止法による居室確保の措置により入居（入所）した高齢者に対し

て保護を適用する場合について、示されたい。

高齢者虐待は、心身に対する暴力に限らず、例えば親族が高齢者の年金を不当に使用す

る場合も含まれる。福祉事務所職員は、高齢者世帯への訪問調査に当たっては、虐待防止

の観点からも、生活実態を把握する必要がある。

設問については、措置を受けた高齢者が養護者とともに被保護世帯であった場合あるい

は措置を受けてから医療費等の生活需要により困窮状況が生じた場合など、いくつかの事

例が考えられるが、居室確保と同時に老人福祉法の措置が行われるのであれば、生活扶助

に相当する部分は他法他施策が優先される。したがって、問８－23の設問を参照のこと。

なお、被保護世帯の高齢者が高齢者虐待防止法による居室確保の措置により入居（入所）

した場合に、出身世帯と当該高齢者の状況によっては、世帯認定及び保護費の基準算定上

の変更や調整を行う必要が生じることが予想される。しかしながら、世帯認定をどのよう

に取り扱うべきかは、個々の事例について慎重に判断する必要がある。

「高齢者虐待の例」（参考）「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（平成15 年度）財団法人医療経済研究機構

区 分             内容と具体例

ⅰ 身体的虐待 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的

に遮断する行為。

【具体的な例】

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲さ

せる

・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をす

る／等

ⅱ 介護・世話の

放棄・放任

意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、そ

の提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪

化させていること。

【具体的な例】

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、

脱水症状や栄養失調の状態にある

・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせな

い

・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること／等

ⅲ 心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛

を与えること。

【具体的な例】

・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う

・侮辱を込めて、子供のように扱う

・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する／等

ⅳ 性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
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【具体的な例】

・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する／等

ⅴ 経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由無く制限する

こと。

【具体的な例】

・日常生活に必要な金銭を渡さない／使わせない

・本人の自宅等を本人に無断で売却する

・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する／等

参照 問２－21
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（問８－27） ダルク入寮者に対する保護の適用

  薬物依存症の被保護者がダルクに入寮した場合の保護の取扱いについて、示さ

れたい。

ダルク入寮者に対しては、次のとおり取り扱う。

１ 一般生活費については、施設所在地の級地を適用し、１類、２類及び住宅費（寮費等

の名目で徴収される住宅費の実費を施設所在地の住宅扶助基準限度額の範囲内）を認定

する。加算については、在宅者にかかる加算を認定する。

２ 単身の者が従前の住居について、入寮中も従来どおり住宅費を支出しなければならな

い生活実態にある場合は、ダルクの住居費と従前の住宅費とを合算した額について、住

宅扶助基準限度額の範囲内において認定することとして差し支えない。この場合の住宅

扶助基準限度額は施設所在地の基準ではなく、従前の住居に適用される住宅扶助の基準

とする。

この扱いは、入院患者に対する住宅基準の計上と同様、原則として入所予定期間が６

か月未満の場合に適用できる。

３ 出身世帯のある者が入寮した場合においては、入寮期間中は当該入寮者のみの基準を

別途認定する。

４ 入寮期間中に施設外のＮＡ等の活動に参加する場合は、別途移送費を計上できる。（局

第７－２－（７）－ア－(ｾ)）なお、施設所有のバス等で移動する場合の取扱いは、別冊

問答集問７－５８を参照。

（問８－28） 警察官署等に拘束された者に対する保護の適用

  警察官署等に拘束された者に対して、医療扶助を適用する場合があるとすれば、

どのような場合か。

警察官署、行刑機関等に拘束されている者が発病した場合、これに対する医療は、原則

として、刑事行政の一環として措置すべきであって、生活保護法の関与する余地はない。

  しかし、法定の事由（刑事訴訟法第87条勾留の取消、同法第89条必要的保釈、同法第91
条不当に長い拘禁と勾留の取消、同法第95条勾留の執行停止等）に基づき本人が釈放され

たことが確認された場合は、本法の適用について検討する。

  なお、その者の身柄が直接・間接に警察官等の監視下におかれている場合であっても、そ

れが法定上の釈放であれば前記の手続によって医療扶助を適用して差し支えない。

少年（満２０歳未満）事件において家庭裁判所の審判に付され、刑務所や少年院への送

致となった場合等、身柄を拘束された少年の場合も同様に取り扱う。
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ただし、家庭裁判所は、14歳未満の非行少年については、児童相談所長から送致された

ときだけ審判の対象にすることができる等児童福祉法を優先的に適用することとなってお

り、成人事件とは異なった取扱いが行われることに留意する。

例えば、児童自立支援施設に送致された場合は、児童福祉法によって施設入所中の生活

需要等が賄われるため、医療費も含めて基準の計上を行う必要はないが、一時帰宅（外泊）

の際の移送費等の計上も考えられることから、世帯員としておく必要がある。また、保護

観察等、特に身柄拘束のない場合には、必要な基準額を計上することになる。

【参考】

家庭裁判所は、犯罪少年（満14歳以上で罪を犯した少年）のうち、死刑、懲役または禁

固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当

と認めるときは、検察官送致決定をする。また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ

た事件で、罪を犯したとき満16歳以上の少年については、原則検察官送致決定しなければ

ならない。その他の犯罪少年、触法少年（満14歳未満で罪を犯した少年）、ぐ犯少年につ

いては、知事・児童相談所長送致（18歳未満に限る）、保護処分（保護観察、児童自立支

援施設送致、少年院送致）の処分を受ける場合がある。

  昭和３８年１０月７日付社保第７３号厚生省保護課長通知

  別冊問答集 問７－１５

参照（問１－１）

（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

      

  被保護者が警察官署に留置された場合は、最低生活費の計上は必要ないとされて

いるが、このようなとき、保護の取扱いはどうなるか。

  また、単身者の住宅扶助はどうなるか。

被保護者が被疑者等として警察署に勾留、拘束された場合は刑事行政の一環として措置

されるべきものであることから、最低生活費の計上は必要ないとされている。

  したがって、当該被保護者が警察署に留置、拘束されている間の最低生活費については、

日割り計算を行って削除（減額）することとなる。

単身の被保護者が警察官署に留置された事実が確認されたときには、住宅費について、

以下のとおり取り扱う。

１  留置の日の翌日付で、すべての最低生活費の計上を停止する（保護の停止）。

    通常、月の当初にその月分の扶助費は支給済みであることから、返還金が生じること

になるが、返還金についての具体的な事務処理は保留しておく。

２  その後に、公訴の提起が確認された場合は、保護廃止の取扱いをする。
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    保護の停廃止に伴って生じた過渡し金については、一般の場合と同様に、戻入あるい

は法第80条免除の取扱いを行う。

３ 公訴の提起がなく釈放された場合には、釈放の日をもって、最低生活費の計上停止

を解除する。

(1) 留置の日と釈放の日とが同一の月に属する場合は、停止に伴って生じた住宅費の過

渡金については、法第80条免除の取扱いを行う。なお、生活費についても、住宅費

と同様の取扱いを行うべき事情があると判断される場合には、法第80条免除の取扱

いを行って差し支えない。

(2) 釈放の日が留置の日の翌月であるときには、留置の日の属する月分の住宅費の過渡

金については、法第80条免除の取扱いを行うとともに、釈放の日の属する月分の住

宅費を１か月分全額を計上する（生活費については、日割り計算による計上となる）。

       これらの措置は、被保護者が居宅にいなくなる実態からとるものであるので、留置

や公訴の提起による勾留がない限り、停止又は廃止をする必要はないものである。

(3) 釈放の日が留置の日の翌々月以降である場合は、留置の日又は釈放の日のいずれに

も属さない月(月初から月末まで留置されていた月)については、住宅費を計上する

ことができない。

     また、被疑者の身柄を拘束しないままで手続きを進める「在宅事件（書類送検）」

においては、公訴の提起（在宅起訴）があったとしても、拘留がない限り停止や廃止

をする必要はない。

     なお、罰金刑や科料を科された場合は基本的に身柄を拘束されることはないが、完

納することが困難なため労役に服する場合（過料を科せられた場合は労役に服するこ

とはない）には、保護を廃止することとなる（短期間(６か月以内)の場合は停止）。

    また、東京都と警視庁の取り決めにより被保護者の勾留情報の提供について情報

提供を受けられることとなっている。各警察署には警視庁より「刑事指導旬報1361

号」という形で協力依頼が発出されている。具体的な情報提供の内容については生

活保護の停止等に必要な最低限の情報（拘留の有無・期間・処分）について口頭に

より回答がされる。（罪名については回答不可）

公判請求の有無については基本的に検察庁へ問い合わせることとなる。

局長通知第７－４－(1)－イ

平成２２年１０月２２日付２２福保生保第６３２号
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（参考）

（別紙）                              ○○第  号

平成 年 月 日

○○警察署長殿

○○福祉事務所長

勾留事実に関する情報提供の依頼について

当福祉事務所において生活保護を受給している（又は、申請中の）者について、現在勾

留中であるか否か、及びその期間、処分内容について保護費の正確な計上のため確認する

必要があります。氏名等は下記のとおりですので、生活保護法第２９条により電話にて情

報の提供をお願いします。

記

１ 被保護者の状況

（１） 氏名及びフリガナ

（２） 生年月日

（３） 住所及び本籍

（４） 性別

（５） 勾留されていると思われる理由

  （例えば、家族・親族よりの通報、近隣・被害者よりの情報提供、訪問時不在、連絡

不通等、具体的に記入すること。）

（６） 保護申請日又は開始日

（７） その他特記事項

２ 回答いただきたい事項

（１） 勾留事実の有無

（２） 勾留期間           

（３） 処分内容

                   【回答先】
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（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

  更生保護施設に入所している者に対して、保護を適用する場合の留意点につい

て示されたい。

更生緊急保護又は保護観察者に対する補導援護の委託により、更生保護施設等(自立準備

ホームを含む)に入所している者は、更生保護事業法に規定する更生保護事業の対象となり、

入所後原則６０日間までは更生保護法により必要な生活需要が満たされているため、医療

扶助を除き、基準生活費を計上する必要はない。同法による給付がされなくなった場合は、

通常の居宅基準(１類及び２類)を計上することとなる。

なお、更生保護事業の対象者は、更生保護事業法第２条第２項による。主な対象者は次

のとおり。

・保護観察中の者

・懲役、禁固又は拘留につき刑の執行を終わった者

・執行の免除を得た者又は執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者

・罰金、科料の言渡しを受けた者

・労役場を出場、仮出場した者

・少年院を退院、仮退院期間満了となった者

別冊問答集 問２－２０

参照  問２－31

（問８－31） 扶助費の再支給額の算定方法

  扶助費の再支給額の算定方法を具体的に示されたい。

局長通知第１０の４にいう「失った日以後の当該月の日数に応じて算定された額の範囲

内において、その世帯に必要な額」の認定は、次により行う。

１ 再支給必要額の算定

(1)  前渡された保護費を失った旨、福祉事務所又は警察官署に届け出た日（即ち盗難等の

事実が確認された日）以降、その月の末日までの間における当該世帯の最低生活費を、

下記により日割り計算によって算出する。

    ①  教育扶助基準額については、日割り計算を行わず、全額を計上する。

    ②  教育扶助のうち教材代、学校給食費、通学交通費については、当該月の分を届出日

までに既に支払い済みの場合は、計上しない。未払いの場合は、全額を計上する。
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    ③  住宅扶助については、②の教材代等と同様に処理する。

    ④  生活扶助については、通常の例により日割り計算を行う。

    ⑤  12月は、期末一時扶助を計上する（日割り計算を行わない。）。

(2) (1)によって得られた最低生活費の額から下記の金額を控除する。

   ① 届出日現在における、すべての手持ち金及び預貯金（通帳等により確認する）

    ②  扶養義務者等からの援助金

    ③  届出日以降月末までに得られる予定の収入（ただし、当該収入の予定される日がそ

の月の終り頃で、これを控除するとその月の生活に支障があるときは、控除せずに翌

月の認定として差し支えない。また、収入認定の対象とならない収入は控除しない。）

(3) (2)によって得られた額の範囲において、実際に失った金額を限度として再支給額を認

定する。

(4) 認定された再支給額は、 (1)で算定された最低生活費に対して、教育扶助、住宅扶助、

生活扶助の順に、振り分けて整理する。

２ 保護費支給日に支給された保護費の全額を失い（保護費の口座払いを行っている場合

で、支給日にほぼ全額を引き出し、そのまま失った場合も含む）、かつ、同日（やむを

得ない事情があるときは翌日）中に福祉事務所又は警察官署に届け出があった場合は、

盗難等の事実が確認された日以降の日割り計算によらず、当該月分の保護費の全額を認

定の対象とすることができる。

３ 給料等を翌月の収入として取り扱っていた場合で、当該給料等のみを失ったときは、

失ったことが確実に立証される限り、再支給としての処理を行うことなく、翌月分の収

入認定の変更（収入認定を除くための変更）を行えば足りるものである。

  平成12年３月 福祉事務所長会

  課長問答 第１０の16
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（問８－32） 誤って受けた保護申請の取扱い

  病院に入院している者から、医療ケースワーカーを通じて、病院所在地の福祉

事務所に保護申請書が出された。福祉事務所で調査したところ、当該要保護者に

は他に居住地があることが判明した。

  この場合、保護申請書の取扱いをどうすべきか。

保護申請を受けた福祉事務所に保護の実施責任がなく、他の福祉事務所において処理す

べきことが明らかな場合は、受付日及び経過等を当該福祉事務所に事前に連絡した上で、

保護申請書（原本）を直ちに回付する。この場合、保護の申請者に対しても、必要な連絡

と説明を行うこと。この場合申請のあった日は当初の保護の実施機関が申請を受理した日

となる。

  また、保護申請書の写しと共に、経過を記録して残しておく。

なお、保護の実施責任の取扱いが明らかでなく、関係機関において協議が必要な場合は、

初めに保護申請を受けた保護の実施機関において結論が出るまでの間保管しておく。実施

責任について実施機関の協議の結果、結論が得られなかった場合は、都保護課にすみやか

に協議する。

      ≪誤って保護申請を受けてしまった場合の事務処理の流れ（上記例）≫

         ①Ａ福祉事務所に管内の病院から保護申請書が送付される。（申請受理日）

                               ↓

         ②調査の結果、Ｂ福祉事務所に居住地があることが判明。

                                 ↓
     ③これまでの経過の詳細をＢ福祉事務所に事前に連絡する。

                                 ↓
         ④保護申請書（原本）の写しをとり、原本はＢ福祉事務所に送付する。

                                 ↓
     ⑤保護申請者に対して経緯を説明しておく。

                                 ↓
         ⑥保護申請書（写）と経過記録を保存しておく。

         ※ 実施責任の所在に不明な点があり、福祉事務所間で協議が必要な場合は、

最初に保護申請を受けた福祉事務所において結論が出るまで保管してお

く。

  局第１０－３

  別問２－４３
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（問８－33） 日用品費の累積金の取扱い

  医療機関、介護施設及び社会福祉施設に入院入所中の被保護者で、合理的な目

的のない手持ち金の累積金を生ずる場合には、入院患者日用品費等の計上を減額

又は停止することとされている。

  この取扱いを行うにあたっての留意事項及び具体的な方法について、示された

い。

１ 入院患者日用品費等の消費状況からの基準の調整

(1) 日用品費の85パーセント計上（局長通知第７－２－ (３)－ク）

入院患者日用品費は、基準額の全額を計上することを原則とするが、精神活動の減

退等により日用品の需要の実態からその全額を必要としないもので、その状態が相当

期間持続すると認められるものについては、基準額の85パーセントを標準として必要

な額を計上することとされている。

この取扱いの基準は、以下のとおりとするが、実際の運用に当たっては、個々の実

態に即して、十分な検討の上で行うこと。

（注） 過去６か月程度の消費実態が日用品費の50パーセントを下回り、かつ、将来も引

き続き１年以上その状態が継続すると推定される場合、85パーセント計上とする。

(2) 加算の重複調整等（告示別表第１第２章の９、重複調整等）

相当期間にわたり加算額の全額を必要としないものと認められる場合には、当該加

算額の範囲内において必要な額を算定することとされている。

この取扱いの基準は、以下のとおりとするが、実際の運用に当たっては、個々の実

態に即して、十分な検討の上で行うこと。

（注） 日用品費等の他に加算が計上されている者について、過去６か月程度の消費状態

が日用品費等の85パーセントを下回り、かつ、将来も引き続き１年以上その状態が継

続すると推定される場合、加算を削除する。

２ 入院患者日用品費等が累積したことによる基準の調整

医療機関又は社会福祉施設に入院入所中の被保護者で、入院患者日用品費等の全額計上

では合理的な目的のない手持ち金の累積を生ずる場合には、上記１に基づき消費実態に見

合った額を計上するのが本来である。

しかし、こうしたことが事務的な理由等から困難な場合であって、被保護者本人以外の

者が手持ち金を管理しているときは、その累積額に着目し、次のように入院患者日用品費

等の計上を行う。

(1)  取扱いの原則

本来、入院患者日用品費等の消費については、療養指導・生活指導の一環として、

適切な指導が行われるべきである。

したがって、入院患者日用品費等の累積額の多寡のみをもって、機械的に判断する
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ことなく、その者の過去における消費の実態、累積の経緯、現在の病状、今後の見込

み等を十分考慮の上、主治医等関係者の意見も踏まえ、当該被保護者の個別的実態に

応じて判断するものである。

(2)  取扱いの対象者

単身の入院患者等（出身世帯があっても、長期間交流がない者を含む。）であって、

日用品費等の管理能力がないため、病院長や施設長等（扶養親族等は除く）に金銭の

管理を委ねている者。

したがって、病院長等に金銭の管理を委ねている者であっても、金銭管理能力を有

する者は、この取扱いの対象とはならない。

金銭管理能力を有しない者とは、「預金通帳や現金などの所持金の支出入の把握、

管理、金額の計算・金融機関での出金や入金等の手続き等の一連の行為」の全てを自

分で行えない、又は「一連の行為」の目的や内容を理解しておらず、全面的に支援（見

守りや声かけ等の支援を除く）が必要な者をいうものである。重度の寝たきり状態で、

金融機関からの現金の出し入れや買い物等は他者に頼んでいるが、所持金の支出入に

ついて把握し、自分で管理している場合には、金銭管理能力(全部又は一部)を有する

ものである。

(3)  調整方法

ア 救護施設又は更生施設入所中の者

①  当分の間、30万円を超えた場合に調整する。

なお、15万円以下に累積額が減じたときは、再度計上する。

    ② 調整は、加算額の計上を停止する。加算の計上を停止している間は、おむつ代を始

め、一時扶助（期末一時扶助は除く）の計上も行わない。

    ③ 再度計上する場合には、加算を計上する。

       ※ 調整を行う際、救護施設等基準生活費（冬季加算、期末一時扶助を含む）につ

いては調整対象外なので、全額、計上を行うように注意すること。

  イ ア以外の入院入所者

①  当分の間、30万円を超えた場合に調整する。

なお、15万円以下に累積額が減じたときは、再度計上する。

    ② 調整は、加算があるときは、まず加算額の計上を停止し、更に累積が進行する場合

には日用品費又は介護施設入所者基本生活費（冬季加算を含む）の計上も停止する。

加算の計上を停止している間は、期末一時扶助やおむつ代を始め、一時扶助の計上も

行わない。

    ③ 再度計上する場合には、まず日用品費を計上し、更に必要がある場合には、加算も

計上する。

   ④ 入院患者及び介護施設入所者で累積による加算等の調整をする場合、介護保険料加

算は調整の対象とせずに、従来どおり計上する。（東京都の取扱い）
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(4)  調整による保護の停止又は廃止等

① 日用品費等を計上しないことにより、要否判定の結果、医療費本人支払額が限度

額を超えるために保護を要しなくなる場合でも、直ちに保護を廃止せず、とりあえ

ず保護の停止を行う。

②  ただし、累積額が多額であるため、保護を廃止しても最低生活が維持でき、特段の

事情の変化がなければ相当長期にわたって保護を要しないと判断される者について

は、次により、保護の廃止を検討すること。

③ 累積額が50万円を超えている場合は、調整後の基準額(医療扶助及び介護扶助を含

む。)と収入額とを対比して、廃止の要否判定を行う。

   ※ 入院入所先が変わる場合には、移動時の所持金額の確認を行い、移動後、上記２(1)

の判断を再度行うこと。

(5) 多額の累積金がある場合の取扱い（収入認定による保護の廃止）

手持金の累積は、本来は入院・入所先への定期訪問の都度、累積状況を確認し、必

要に応じて(3)の調整を行っていれば、調整対象の基準となる金額（30万円）を大幅に

超えることはあり得ない。しかしながら、現実には目的のない累積金がこれらの金額を

大幅に超えていたことが事後に判明する場合がある。

このような場合は、(4)で示した調整後の基準額と（年金等の）収入額との比較によ

る要否判定とは異なり、居宅の者で保護費のやり繰りによって多額の預金の保有が判明

した場合と同様、累積金の収入認定による保護の廃止の要否判定を行う。具体的には、

入院・入所先種別に応じて、次のとおり取り扱う。

① 医療機関、介護施設及び保護施設以外の社会福祉施設へ入院入所中の者

累積金が１００万円を超えていれば、収入認定の上、保護を廃止する。

② 保護施設へ入所中の者

累積金が調整前の基準額及び施設事務費と（年金等の）収入額との差額の６か月

分を超えていれば、収入認定の上、保護を廃止する。

（事例）最低生活費（調整前）８万円 － Ａ

施設事務費    ２５万円 － Ｂ(入所施設の事務費の確認が必要)

       年金収入額     ９万円 － Ｃ(収入充当額の確認が必要)

（Ａ＋Ｂ－Ｃ）×６＝１４４万円  ⇒この事例では累積金が１４４万円を超えて

いれば、廃止。

なお、この累積金の収入認定による廃止の取扱いは、課長問答第３の１８に基づく

ものであり、(2)に掲げる加算等調整の対象者に限らず、手持金を自己管理している場

合を含め、目的のない累積金が生じた者に対して行うものであるが、単に累積金額の

多寡のみをもって機械的に判断するのではなく、まずは助言により生活基盤回復や自

立更生といった生活保護の趣旨目的に沿った使途に当てさせた上で適用すべきである。

  

※ (3)～(5)共通 累積金を把握する際、毎月の収入・支出状況に基づき、毎月の累積

金の増加状況を配慮すること。各種年金・手当・保護費の入金直後の手持金額の多
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寡をもって判断することがないように留意すること。

(6)  保護の再申請があった場合の実施責任

上記の取扱いによる調整を行った基準での要否判定又は累積金の収入認定による要

否判定の結果、保護廃止となった世帯から、保護の再申請があった場合（引き続き同

一の病院や施設等に入院・入所している場合に限る）は、廃止後３年以内のものにつ

いては、保護を廃止した実施機関が実施責任を負うこととする。

なお、この取扱いのうち (3)の①及び(5)の累積額は東京都内の実施機関が措置して

いる場合に適用し、 (6)の実施責任については東京都内の医療機関等に限られる措置

である。

(7) 医療機関、介護施設、社会福祉施設及び本人への取扱いの説明

本取扱いを行うに当たっては、事前に医療機関、介護施設、社会福祉施設及び本人

に十分取扱いの趣旨を説明し、理解を得る必要がある。

累積額の確認については、定期訪問の際に、手持金等（手持金、管理者に委ねてい

るお金、金融機関等に預けているお金）の資産の状況・支出の状況について、資産申

告書・収入申告書を被保護者本人に提出を求めること又は保管を委ねられている管理

者に確認することによること。累積金が30万円以上ある場合には、「使用目的がない

又は生活保護の趣旨目的に反する場合には、収入認定を行い変更・停止・廃止の対象

となることがあること」を、本人及び管理者に伝え協力を求めること。それでも、手

持金の状況等が確認できない場合には、本人又は管理者に生活保護制度について説明

を行った上で、被保護者に対しては法第28条により報告を求めること、施設等管理者

には法第29条第1項により報告を求めることになることを伝え、協力を求める必要があ

る。

｢入院患者､介護施設入所者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱指針｣ 昭和58年3月31日

厚生省社会局保護課長通知

｢救護施設入所者に対する保護費の適正な支給について｣ 平成27年3月31日 厚生労働省

社会・援護局保護課長通知(社援保発0331第3号)

（問８－34） 被保護者の累積金について

  被保護者が相当額の預金を保持していることが判明した。保護開始後、扶助費

以外の世帯収入はなく、保護費が累積した結果と確認された。

  この場合、当該被保護者の累積金についてどのように取り扱うべきか。

保護費は、世帯単位に計算されて世帯主又はこれに準ずる者に支給されるものである。
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このようにして給付される毎月の保護費を被保護者の需要に完全に合致させることには、

困難が伴なう。月々のやり繰りを認めなければ、家計の弾力性を損なうおそれもあり、被

保護者の生計管理の能力を制限することになりかねない。保護費の具体個別の消費につい

ては、被保護世帯の世帯主等にその家計の合理的な運営を委ねているものと解釈すること

が自然である。

そうであるとすると、被保護者が保護費によって生活していく中で、節約の努力等によ

って貯蓄できる部分が生じたとしても、法が保護費を一定の期間内に使い切ることを求め

ていないとすれば、各月毎に被保護者が保有する全ての資産等を最低限度の生活のために

使い切らない限り保護が継続できないとすることは適当でないといえる。

したがって、法の趣旨目的にかなったものであれば、保護費を原資として貯蓄された金

銭は直ちに収入認定等の対象とすべきものにはあたらない。つまり、被保護者が保護受給

中に預貯金をしている場合、その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」の形成には該当しない。

保護の目的から、単に将来の出費に備えるための蓄財一般を全て認めるには至らないが、

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

う形で残されていても「利用し得る資産」として収入認定されることにはならない。

以上をふまえて、一定額を超える預貯金等の保有が判明した場合には、次のとおり処理

されたい。

１ 預貯金の目的等の確認

  保護の趣旨目的に沿って、以後の自立（就労自立、日常生活自立、社会生活自立等）

のために充てられるものであるか確認する。法の趣旨目的に沿ったものであれば、収入

認定等は行わない。

  保護受給中に保有を容認できない資産性のあるものの購入（自家用自動車、高額の貴

金属類、株・有価証券など）や一般低所得者との均衡を失するような消費（観光その他

の海外旅行、最低生活維持と関わりのない高額サービスの利用など）に充てる目的であ

れば、法の趣旨を説明し目的を変更するよう指導助言する。指導に応じない場合には、

２の取り扱いと同様とすることも併せて説明を行なう。

２ 特に目的等がなく単に累積したものである場合

  保護費を原資とする累積金（収入認定額及び認定除外の手当等の累積金も同様）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。しかしながら、直ちにこれを収

入認定することは適当でない。保護費を繰越しして一定額を超える預貯金を保有するに

至った経緯には、単に節約を図っただけでなく、食事や衣料品等の生活必需品を極度に

切り詰めた生活をしてきた結果、当該被保護世帯はどこかに最低限度の生活に欠けると

ころが生じている可能性が推測される。「一定額を超えた額」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助言する。

  必要に応じては、自立更生計画書等の作成を通じて累積金の費消目的を定めながら、

より安定した自立の助長を促すことが望ましい。

  当該世帯の最低限度の生活に欠ける部分を補ってもなお相当額の残余がある場合には、

活用し得る資産として認定したうえで、生活最低基準をまかなう費用として活用を求め
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ることとなる。（資力として認定した額については、収入認定を行なうことになる。）

この際、①停廃止を行なう場合、②分割して収入認定する場合の２通りの処理が想定さ

れるが、資力として認定する額は世帯の生計収支状況を勘案したうえで決定し、停廃止

の期間及び分割収入認定をする場合の各月の収入認定額を合理的に設定する必要がある。

  当然、累積金の収入認定による保護変更処分の際にも、書面による決定内容の通知と

不服申立等の教示が必要となるものである。

３ 本問答にいう「一定額」の基準（目安）

  一律に定めることは困難である。世帯の状況を把握したうえで、慎重に見極める必要

がある。目安としては、累積金のすべてが目的のない状態であった場合、保護の停廃止

の期間の考え方を用いれば、当該世帯の最低生活費の概ね６か月分相当の額に達した場

合と考えられる。

課長問答 問３の18

（問８－35） 保護停止中の者の収入の取扱いと停止の解除

１ 就労による収入が一定程度まで安定し一時的に保護を要しなくなったが、その

状態が継続する見込みが確実性を欠くことから、世帯の生活状況を見守るため、

停止期間を定めて保護の停止を行っていた。停止期間中の収入申告書によれば、

停止後２か月間は保護の基準を上回る収入があったが、停止後３か月目の今月の

収入は保護基準を下回っている。

  このような場合、直ちに停止の解除を決定すべきか。

２ 臨時収入により３か月間最低生活をまかなえるとして、期間を定めて保護を停

止したところ、その間に臨時的な需要が生じ、予定より短期間でその収入を消費

してしまった。この場合、停止を解除すべきか。

１ 収入状況の安定的継続が確実には見込めないことから保護を停止していた場合には、

原則として、収入が保護の基準を下回った時点で、停止の解除を決定すべきである（保

護の停止又は停止の解除の収入充当額は、勤労に伴う必要経費として定める額（要否判

定控除額・局長通知第10－２－(1)別表２）を認定するほか、従来どおり、新規就労控除

及び未成年者控除等を用いて判定されたい。また、停止時における停止期間の算出に当

たっても同様の取扱いとする。）。

  ただし、停止中に得た収入のうち月々の保護基準を超える収入額の累計額と当月の保護

基準を下回る額との対比及び今後の収入状況の見通し等を勘案した結果、停止の解除が

不要であると判断される場合は、直ちに停止の解除を決定する必要はない。保護停止中

の生活費は、原則として最低生活基準額でまかない、余剰の金銭は、翌月以降の生活に
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あてることになるからである。つまり、このような場合には、保護の停止を維持して差

し支えない。なお、判断にあたっては、当月の被保護者の生活が急迫した状況にないこ

とを必ず確認すべきである。

  また、上記の取扱いにより停止を維持した場合で、翌月が保護の基準を下回る収入(繰

越額含む)となった場合には、直ちに停止の解除の決定を行なうことになる。

２ 設問のように、臨時収入を得たことから期間を定めて保護を停止した場合は、あくま

で停止の時点で見込まれる将来の需要、つまり、最低生活費、国民健康保険料、医療費・

介護費自己負担金額等を想定して当該停止期間を定めたにすぎないものである。

  その間に、最低生活上不可欠となる臨時的需要（一時扶助の対象となるような支出、

もしくは扶助費の支給対象とならなくとも、必要経費控除が認められるような支出）が

生じたとすれば、当然それらを勘案したうえで停止期間を短縮することになる。また、

想定外の出費を重ねた結果、予定よりも早期に再び困窮したとしても、急迫状態の程度

によっては、停止を解除すべき事態として保護を再開することもあり得るものである。

    以上のように、被保護者は保護停止中も最低生活基準(医療費・介護費自己負担額及び

国保料含む)によって生活することになるが、停止決定にあたっては、停止期間中も節約

を図り、計画的に生計を営むことを指導するとともに、生活上不可欠な臨時的需要が生

じたときには、収入を当該需要に充てられることについても説明し、もって停止期間中

の最低生活の維持を保障すべきである。

  停止中の収入充当例

                                                   収入充当額

                                                   調整後の収入充当額

                １２万       １２万

最低生活費 ２万円 ２万円 ２万円

  １０万円 ２万円 ２万円保護費支給

８万円 ２万円

６万円 ６万円

             ４月        ５月       ６月        ７月         ８月

           要保護       停止       停止         停止        停止解除

   ５月 ＝ ２万円残

      ６月 ＝  ２万円残  ＋ 前月残２万円 ＝ ４万円残

      ７月 ＝  ２万円不足 ＋  前月残４万円 ＝ ２万円残

      ８月 ＝  ４万円不足 ＋  前月残２万円 ＝ ２万円保護費支給

  この事例は、最低生活基準のほかは、臨時的需要がなかったものとして計算しているので、

この間に当該需要があれば、その分を含めて残額を減じていかなければならない。

  以上のように、停止中の収入充当額が保護基準を上回っていれば、上回った分を翌月に充
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当することになる。

保護停止中における収入の補足は、停止中の最低生活の保障とその継続の要否を検討す

るために必要となる。

なお、１及び２のいずれの場合においても、保護の停止をする際に、活用すべき資産に

は当たらないものとして認められた預貯金等を保有していた場合、当該預貯金等を保護停

止中に保有することは認められるものである。保護再開時に当たっては、自立更生計画等

により、当該預貯金等の使用目的及び金額が保護停止前と変更ないものかどうか、変更さ

れている場合はその事情等を確認すること。

課長問答 問３の18-3

（問８－36）海外渡航者の海外滞在期間中の保護の取扱い

    被保護者が海外渡航することになった。この海外渡航期間中の保護の実施はどの

ように考えたらよいか。

１ 基本的な考え方

従前、海外は社会保障制度の適用範囲を超えるという理由から、海外渡航する被保護

者については渡航中の保護を一旦停止することとしていた。しかし、平成２０年３月の

最高裁判所の判決を受け、厚生労働省より保護の取扱いについて通知があり、単に海外

渡航したことのみをもって保護の停廃止をすることはできなくなった。

  原則として、被保護者が一時的かつ短期に海外へ渡航した場合であって、引き続き国

内に生活の本拠を有していれば、保護を継続する。しかし、海外渡航した被保護者は渡

航費用を支出できるだけの額の、本来その最低生活の維持のために活用すべき金銭を有

していたことになるので、当該渡航費用のための金銭を収入認定すべきであるという問

題が生じる。

２ 収入認定について

（１）上記のとおり、渡航費用については収入認定をすることとなるが、以下の目的で概

ね２週間以内の期間で海外へ渡航する場合には、その使途が必ずしも生活保護の趣旨

目的に反するものとは認められないため、渡航費用の全額を収入認定しないものとし

て差し支えない。

  ・親族の冠婚葬祭、危篤の場合及び墓参

  ・修学旅行

  ・公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加（選抜又は招待され

た場合に限る。）

  ・福祉的就労をしている者の職場旅行
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  ・その他、社会通念上やむを得ないと実施機関が判断した場合

  この場合、保護費のやりくりによる預貯金等で渡航費用を賄う場合には課長問答３

の18により、他からの援助等で賄う場合には次官通知第８－３－（３）－エに該当す

るものとして認定を行わないものである。

（２）上記以外の目的で海外渡航をした場合（例：観光旅行、職場の親善旅行、治療目的

の海外渡航等）には、その使途が生活保護の趣旨目的に反することとなるため、渡航

費用の範囲内で収入認定を行う。

   収入認定額は、当該渡航費用（宿泊費及び交通費）が世帯の最低生活費（医療扶助・

介護扶助を除く）の概ね３ヶ月分を超えているか否かを一つの目安として判断する。

つまり、渡航費用が著しく高額であり社会通念上認め難いと考えられる場合はその全

額を、そうでない場合は当該渡航期間中（出国日の翌日から帰国日の前日）の生活扶

助相当額（基準生活費及び加算）についてのみ認定を行う。

   なお、この場合の取扱いは保護費のやりくりによる預貯金等で渡航費用を賄う場合

に限られる。他からの援助等で渡航費用を賄う場合には次官通知第８－３－（３）－

エに該当しないものとして、援助等の全額を収入認定する。外国人が母国へ渡航する

場合等、宿泊費を要しないため、援助された渡航費用が渡航期間中の生活扶助相当額

を下回ることがあるが、この場合も援助された渡航費用を収入認定する。

３ 医療扶助の取り扱いについて

  海外での医療費については支給しない。ただし、２（１）にあてはまる場合であって、

事情により「海外旅行保険」に加入できなかった場合等やむを得ない場合は、国民健康

保険における海外療養費の取扱いに準じて支給して差し支えない。

４ 移送費について

渡航者の生活移送費は、海外渡航の理由が局長通知第７-２-(7)の支給事由に該当する

場合（海外在住の親族が危篤状態でありそのもとに行くなどの場合）には、出航地（成

田空港など）までの交通費は支給対象となるが、そこから先の航空運賃については支給

できない。

５ 保護の停廃止について

「１ 基本的な考え方」で示したとおり、単に海外渡航したことのみをもって保護の

停廃止をすることはできなくなった。しかし、このことはあくまでも海外渡航が「一時

的かつ短期」の場合であり、渡航期間が概ね２ヶ月を超えた場合、渡航の目的や帰来可

能性を十分に考慮したうえで、保護の停廃止を行うことは可能である。このことは、た

とえ日本国内にアパート等の居住地が残されていたとしても同様であり、保護の停廃止

の理由は「国内における居住実態がないため」等とする。

６ その他

  渡航に先立ち、渡航先（宿泊先）、渡航目的及び日程並びに費用及びその捻出方法等

について記載した書面を提出させること。その内容により渡航費用について収入認定を
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行うと判断し、かつ本人が実際に渡航した場合は、渡航費用に係る領収書等の挙証資料

を帰国後に提出するよう指導する。また、保護費が口座払いになっている場合には、本

人が帰国したことを確認するまでの間は保護費の支給を窓口払いに変更する。

なお、事前の届出がなかったとしても上記の取扱いを行うとともに、今後必ず事前の

届出を行うよう指導する。

（参照）問３－９ 問８－34
     課長問答 第３の18
     別冊問答集 問10－22～24

参考資料１１

    被保護者が海外に渡航した場合の取扱いについて 事例集・通知集

（平成２１年１１月 東京都保護課発行）

（第８－37） 保護廃止の際の要否判定に用いる基準及び収入

  保護廃止の際の要否判定は、保護開始時とは異なり、当該時点において現に生

じている需要に基づいて認定した最低生活費と収入充当額との対比によって行う

ものとされている。

  この「現に生じている需要に基づいて認定した最低生活費と収入充当額」につ

いて説明されたい。

保護開始時の要否判定に際しては、最低生活費の認定及び収入認定に係る控除の適用に

当たり、臨時的需要に対応するもの及び主として自立助長を目的とするものは対象外とす

る取扱いになっている。臨時的需要や自立助長目的部分を適用対象としないのは、保護開

始時の要否判定が、その世帯が生活に困窮しているかどうかの判断であるからである。（な

お、停止解除による再開時の要否判定の際は、臨時的需要を含めて判定する。）

  一方、保護廃止時の要否判定は、保護受給中に保障されているところの最低生活基準を上

回る状態が継続するか否かの判断であり、保護開始時の要否判定とは異なる側面をもつ。

つまり、現に保護受給中の世帯については、「保護の実施要領の定めるところに従い当該

時点において現に生じている需要に基づいて認定した最低生活費と収入充当額との対比に

よって判定するもの」である。

  したがって、廃止の要否判定を行う時点で、当該世帯の現実の需要に臨時的需要や自立助

長目的費用が認められるとすれば、要否判定の際の基準に含めなければならない。

  具体的には、開始時の要否判定の対象としない生活扶助（移送費、被服費、家具什器費、

配電設備費）住宅扶助（敷金、住宅維持費）等も、現に需要がある限り、世帯の最低生活

費として認定して、廃止時の要否判定を行う。生業扶助［技能修得費（高校等就学費）］

についても、当該時点で実際に計上すべき額は認定したうえで、最低生活費に加えること。
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また、収入認定に係る控除の適用の際には、勤労に伴う必要経費として定める額（局長

通知第10－２－(1)別表２。以下「要否判定控除」という。）を適用し、未成年者控除、特

別控除等も実施要領の規定に基づいて認定する。

  結局、廃止時の要否判定の際には、保護受給中の世帯に対する場合と同様の最低生活費の

認定及び収入認定に係る控除の適用を行ったうえで、判断することになる。

  なお、世帯分離の見直しを行う場合で、世帯全体における要保護性の判断を必要とすると

きも、保護受給中の世帯に対する要否判定であることから、廃止時の要否判定の考えに基

づいて行うこととなる。

                                               

基準
１類・加算

介護保険料

一時扶助

２類

冬季加算

期末一時

家賃・間代

敷金・住宅維持費

契約更新料  外

教育扶助

就学扶助※

介護保険自己負担限度

医療費高額療養費

医療費（３割）国保料

                                              ※生業扶助［技能修得費（高校等就学費）］

                                                          
収入

認定

要否判定控除  不安定就労控除

新規就労控除 必要経費実費

未成年者控除

（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

                        

  以下の事例の場合、保護の廃止日および廃止月の扶助費の算定はどうなるか。

  １ 収入増による廃止の場合

  ２ 保護受給中の世帯から世帯員が１名、月の中途で転出した場合

１ 保護受給中に就労を開始し、収入認定額が保護の基準を上回るようになった場合

  保護廃止の要否判定を行う時期は、その世帯が保護を要しなくなる時期は何時かによ

って判断する。事例の場合、当該新規就労による収入を受領した日に初めて保護を要さ

なくなるのであるから、給与受領日当日に要否判定を行い、保護否であれば給与受領日

付で廃止とする。保護継続中に月々の収入認定を１日付で行い、程度の決定を行う収入

認定とは異なり、給与受領月の１日に遡って廃止することは認められない。なお、月の

下旬に収入があり、その収入を翌月の生活費に当てる場合は、翌月１日付で収入認定、

廃止とする処理も可能である。

   保護廃止の際は、世帯が就労収入により安定した生活を送れるよう、自立助長の観点

から検討、決定することが求められる。
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  また、就労を継続している者が増収したことにより、保護を要しなくなるときも同様

である。この場合、廃止月に１日付で認定していた就労収入は変更しない。年金受給開

始による廃止の場合も、遡及支給分に対する法第６３条の適用処理の他は、この事例と

同様に考え、年金支給日を廃止日とする。

  ６月５日に就労後最初の収入があった場合

      世帯の最低生活費         ………   １３０，０００円

      収 入 認 定 額         ………   １４０，０００円

      要否判定及び廃止日

            １３０，０００円 ＜ １４０，０００円

            ６月５日付廃止

      要返還額

            １３０，０００円－(１３０，０００円×４／３０)＝１１２，６６７円

                     

２ 保護受給中の世帯から世帯員が１名、月の途中で転出したため、当該世帯の収入が保

護の基準を上回るようになった場合

    ６月３日に世帯員１名が転出し、転出者以外の者が収入を得ており、転出後は保護基準

を上回る収入がある世帯に変わった場合

    ３人世帯の場合の最低生活費  ……… ２００，０００円

      ２人世帯の場合の最低生活費  ………  １３０，０００円

      収  入  認  定  額  ………  １４０，０００円

      要否判定及び廃止日

            １３０，０００円 ＜ １４０，０００円

            ６月４日付廃止

      扶助費の計算

        ６月正当扶助分

           
    （２００，０００円－１４０，０００円）×３／３０＝６，０００円

                    

        ６月分既支給扶助額 ２００，０００円－１４０，０００円＝６０，０００円

        要返還額              ６０，０００円 － ６，０００円＝５４，０００円
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（問８－39） 定期的な収入のある者の月の途中廃止

  年金収入のある単身居宅の高齢者が養護老人ホームへ月の途中で入所したため、

保護が廃止となった。

  廃止の月の扶助費を決定する際、この者の年金収入をどのように認定するか。

  ホーム入所の日    ６月８日

  居宅の保護基準      １２０，０００円

  年 金 月 額        ９０，０００円

  ６月分当初扶助額      ３０，０００円

年金収入のうちＤについては、ホーム入所後の生活のために使うべき部分であり、その

ように考えるからこそ保護廃止が可能となったものである。また、廃止に伴う返還金につ

いては、当初支給していた扶助費のうちＢの部分だけを返還させることになる。            
                                                    
                    ５月                     ６月                      ７月

１２万円（基準）

         扶助

９万円（収入）

            年

費     Ａ            Ｂ

金     Ｃ            Ｄ

                           ６／１      ６／８ホーム入所           ７／１

老人ホームへの入所が６月８日であることから、入所の日から保護を要しなくなったと

考え、保護廃止日を６月８日とすると、１日から７日までが保護を要する状態にある期間

である。（老人福祉法と本法の適用との整合性を考えれば、６月８日付保護廃止となる。

ただし、ホーム入所日に医療扶助による通院治療を行う場合等も考えられるため、ホーム

入所日の翌日付廃止の取扱いも認められる。）

    この世帯の６月分の最低生活費の額
                                  ７
              １２０，０００×           ＝２８，０００円（Ａ＋Ｃ）

                                 ３０

    保護適用期間中に認定すべき収入
                                  ７
                ９０，０００×           ＝２１，０００円（Ｃ）

                                 ３０

    したがって、６月分扶助額は、次のとおりとなる。
                                              ７
      （１２０，０００－９０，０００）×           ＝７，０００円（Ａ）

                                             ３０

    要返還額：２３，０００円（Ｂ）
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（問８－40） 医療費自己負担金のある者の月の途中廃止

  １ 医療費自己負担金のある単身者が、月の途中で死亡廃止となった場合。

  ２  医療費自己負担金のある単身者が、月の途中で死亡以外で廃止になった場合。

  （親族の引取等）

  この場合、自己負担金の計算はどうなるか。

１ 自己負担金の日割り計算による変更は行わず、単に、死亡日の翌日をもって廃止の決

定を行うのみである。

  自己負担金（本人支払額）は、当該月に予定される医療扶助の総額に対して自己負担

すべき金額であり、月の当初においてあらかじめ確定されているものである。つまり、

医療単給世帯の医療費を除く最低生活費は当該世帯の収入によって当初から確保されて

いるわけで、医療費の需要とそれに対する支払い能力との関係で医療単給による保護を

受けていたに過ぎない。

  したがって、当該月の医療扶助の適用期間が結果として短縮したとしても、単身者の

死亡廃止の場合は、あらためて自己負担金を再計算する必要はなく、廃止日以降の医療

扶助の適用を中止するのみでよい。（死亡により最低生活費が減少したものとして、本

人支払額を増額するための保護の変更決定等を考慮する必要はなく、また、医療扶助の

適用期間がひと月に満たなくなったとして、本人支払額を日割り計算し減額変更のうえ

金銭給付による調整を行う必要もない。）

  なお、その月に受けた医療の総費用が結果として本人支払額を下回っているときには、

医療機関が本人から医療費を過大に支払を受けたのであるから、医療機関においてその

差額を本人（相続人）に返還すれば足りるものである。

２  最低生活費及び収入認定額を保護受給期間に応じて日割り計算し、本人支払い額を減

額変更する。死亡の場合とは異なり、収入は廃止後の生活に充てられるものであるから、

変更を要するものである。（問８－39参照）
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（問８－41） 保護費未受領での、所在不明による保護廃止

１ 事務所払いにより保護費を支給していた単身の被保護者が、支給日を過ぎて

  も保護費を受け取りに来なかったので、家庭訪問したところ、アパートは既に

  引き払われていることが分かった。その月分の保護費の取扱いはどうなるか。

２ 保護費を振込払いにより支給している世帯が、前月中にアパートを引き払っ

  ていることが判明した。転居先不明で当該世帯の被保護者との連絡もつかず、

  所在の確認が全くできない場合、既に支給日を経過して振り込まれた当月分の

  保護費はどのようにすべきか。

生活保護法第６１条において、被保護者は生計状況の収支報告のみならず、「居住地若

しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長

にその旨を届け出なければならない」ものとされている。したがって、被保護者の長期不

在や転居の際には事前に福祉事務所に必要な届出を行なう旨の周知徹底が求められる。

しかしながら、被保護者が突然転居等により、所在不明になってしまった場合には、（保

護の要件及び必要性の有無を明らかにするために）転居先や所在確認のための努力を実施

機関としても行なうべきである。それでもなお、実態が把握できない場合には、職権によ

る保護の停廃止について検討すべきことになる。

１ 月の途中で無届けのまま転居した場合の取扱いは、転居事実の確認時点及び経過等

  によって異なる。具体的な処理方法は個々の事例ごとに判断する必要があるものの、

  当該月については一旦停止の処理を行ないつつ事態の把握に努め、翌月初日をもって

  保護廃止の決定を行うことが考えられる。

設問の場合は、保護費が事務所払いであったことから、当該月分の保護費が被保護

  者に支給されていない状態のままである。被保護者自身が保護費を受領に来なかった

  ということから、当該月における保護の適用を要さなかったものと解すると、その後

  の連絡がない場合には、当月初日をもって保護廃止とする決定を行うこととなる。

    したがって、その月分の保護費については、支払の必要がない。

２ 前月中にアパートが引き払われ、音信不通でまったく連絡がとれない等、保護の受

  給要件が確認できない場合には、速やかに保護の廃止決定を行うこととなる。

   受給要件を失ったことによる廃止決定を当月初日付で行なうとするならば、当月分

  の保護費については、受給する根拠なく振り込まれたものになるため、民法上の不当

  利得となり、保護を受けていた者からの返還を求めることになる（なお、前月分につ

  いては、支給日時点で要保護状態であったと認められるならば、不当利得となり得ず、

  事情によっては法８０条免除の対象とすることができる）。

   保護費の返還手続については、問１１－12を参照のこと。
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（問８－42） 自己都合による退院ケースの取扱い

  入院中の被保護者が入院先の医療機関から自己都合退院した場合の取扱いにつ

  いて示されたい。

入院中の被保護者が入院先の医療機関から自己都合退院した場合、概ね２つのケースが

想定される。１つは退院後の帰来先が確保されている場合で、退院後に入院前の居宅や出

身世帯の住居に戻って、日常生活そのものは継続される場合である。もう１つは退院後の

帰来先がなく、退院と同時にホームレス状態になってしまう場合である。

被保護者の医療機関への入院は、福祉事務所の助言及び指導のもとに、指定医療機関へ

の委託によって行なわれる。指定医療機関は「懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなけれ

ばならない（法第５０条第１項）」ものであると同時に、「被保護者の医療について、都

道府県知事の行なう指導に従わなければならない（同条第２項）」ものとされている。

一方、被保護者もまた、保護の実施機関が行なう「保護の目的達成に必要な指導又は指

示（法第２７条）」に従うことが求められる。被保護者が実際に療養を中断して退院した

場合には、自己都合による退院に至る経緯を十分考慮する必要があるものの、実施機関は

療養継続及び治療専念すべき旨の指導を行なうとともに、必要な指示を行なうべきである。

帰来先のある被保護者については、在宅（通院）治療の可否及び転院指導等の余地の有

無を検討したうえで、具体的な療養指導についての指導及び指示を行なうことが望ましい。

また、帰来先のない被保護者については、居所の確保について相談があった場合には、

必要な援助を行なうとともに、療養の継続についても具体的な指導及び指示をされたい。

いずれの場合であっても、自己都合による退院（無断退院を含む）の事実のみをもって、

直ちに保護の要件を欠くことにはならないものであって、退院によって現実に生じている

困窮状況をあらためて調査把握したうえで、被保護者自身がどのような対処をすべきかに

ついて、必要な相談及び助言を行なうことが基本的な対応である。

療養指導に従わないことを理由に不利益処分を行う場合には、所定の手続きをとったう

えで、書面による通知を行うことが求められる。
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（問８－43） 自己都合による退所ケースの取扱い

  居住地を失った状態で保護を開始された者が、第２種社会福祉事業による無料

低額宿泊所（通称宿泊所）、旅館業法に定める簡易宿所（通称ドヤ）などから、

無断で退所した場合の保護取扱いにあたっての留意点を示されたい。

    また、保護施設入所の場合との取扱い上の違いについても示されたい。

宿泊所及び簡易宿所等を利用して保護するのは、現に居所を持たない者のために、主に

居所確保を目的とした便宜的方策として入所させていることから、退所したこと自体を理

由に保護を廃止することは適切でない。また、この場合に法第６２条３項に基づく保護廃

止（停止）はできない。退所によって現に生じている困窮状況について、あらためて調査

把握したうえで、どのように対処すべきか必要な相談及び助言を行う必要がある。

  一方、保護の目的を達成するために更生施設等の保護施設に入所させていた被保護者が、

管理規程違反により退所させられた場合や自己都合退所した場合は、法第６２条第２項の

管理規程遵守義務違反となる。このような場合には、事前に法第２７条第１項により管理

規程遵守の文書指示を行っていれば、法第６２条３項に基づく保護廃止（停止）を行うこ

とができる。

  なお、被保護者に対しては、入所前に、各入所施設の保護適用上における取扱いとその位

置付けについて、事前に十分説明を行なうことが望ましい。

保護を受けて入所した施設を無断退所した者が、退所後まもなく福祉事務所に来所した

場合、「失踪」・「行方不明」等を理由とした廃止処分をすることはできない（廃止理由

が事実を反映していないことが明らかな場合には、廃止処分決定は無効と解される）。

（問８－44） 長期不在ケースの取扱い

１ ６月２５日に訪問調査を行ったところ、５月１５日にアパートの荷物が搬出さ

れ、契約も解除したことが家主の説明から判明した。なお、転出先は不明である。

    保護費は６月分まで口座に振り込まれており、すでに引き出されていた。

２ ３か月連続して訪問調査をおこなったが、いずれも不在であった。家主の話で

  は、家賃は支払われているが、ここ４か月姿を見かけていないということであっ

た。なお、保護費は口座払いとなっており、銀行口座から毎月引き出されている。

１ この事例のように、転出が明らかであり、所在が不明となった場合には、転出が確認

された５月１６日付で保護の廃止を行い、５月分保護費の日割りを行った上、５月過払
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い分は戻入あるいは法第８０条により返還免除を行う。また６月分については、不当利

得として地方自治法施行令第１５９条により戻入処理を行う。(問８－４１ ２)

この場合、廃止理由は「住居を引き払い、管内に居住地を有しなくなったため。」と

する。

２ この事例のような場合に、所在不明となった被保護者を直ちに保護廃止とすることは

適切でない。福祉事務所に対して届け出をしなかったという瑕疵が当該被保護者にあり、

事実長期間不在にしていたとしても、生活の本拠が失われているとは言えず、それだけ

を理由に廃止処分はできない。

    保護費が口座払いであった場合には、事務所払に変更して連絡を待ち、おおむね２か月

間連絡がない場合は、前月１日に遡って保護の停止処理を行なう。停止後６か月を経過

しても連絡がない場合は保護廃止とする。

  この場合、停廃止理由は「居所不明で管内に居住地又は現在地を有すると認められな

いため。」とする。

(注) 上記の場合の停廃止通知は、保護を実施する住所地宛てに配達証明で郵送し、「受

取人なし」で返送された通知を封書ごと保管しておくことが望ましい。

    なお、行政処分の効果は、処分の相手方に送達しないと効力が生じないことから、

効力を生じさせるために、簡易裁判所に対し意思表示の公示送達の申立を行うこと

ができる。

（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

  １ 月の中途で死亡し、当月の死亡日以降分の保護費が口座に残っている場合

  ２ 月末に死亡し、既に振り込まれた翌月分の保護費が口座に残っている場合

  ３ 前月に死亡していたことが後日判明し、前月の死亡推定日以降分とその翌月

  分（当月分）の保護費が口座に残っている場合

    以上の保護費の取扱いについて示されたい。

１から３の場合における保護費の取扱いについては、それぞれ次のとおりである。

１ 単身の被保護者が死亡した場合、死亡者に対して地方自治法施行令第 159条による返

還および法第80条による返還免除の決定を行うことはできない。死亡の翌日付けで保護

を廃止するのみであり、残余の保護費は、すべて遺留金として処理することとなる。
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  ２ 通常月（※）の月末に単身の被保護者が死亡した場合、その時点で口座の残額は相続

されて相続人のものとなるが、その中に翌月分の保護費が含まれている場合には、民法

上の不当利得となり、相続人に対して返還を求めることとなる。

    ※ここでいう「通常月」とは、当月分保護費を月初に支給する月のことをさす。

３ 前月分保護費は上記１により、その翌月分（当月分）保護費は２により、それぞれ

  処理することとなる。                                        

（問8－46） 辞退届の取扱い

  被保護者から、「就職が決まったので、生活保護を辞退したい」との申し出が

あり、辞退届が提出された。こうした場合、直ちに保護を廃止すべきか。

保護の廃止とは、基本的に、要否判定の結果否となる収入が継続する場合や、法第２７

条による指導指示に従わず、弁明の機会を付与しても合理的な弁明がなされなかった場合

等、被保護者が保護の受給要件を満たさなくなったときに職権をもって行うものである。

設問の例のように、就労先が決まり、仮にその給与収入によって保護が否となる場合で

あっても、実際に給与が入金されるまでは要保護状態が継続するものであるし、給与収入

の増によっても当該世帯の最低生活費に達しない場合には、引き続き保護の受給要件を満

たしていることになる。また、被保護者の中には生活保護制度について十分な知識をもっ

ていない者も少なくない。したがって、保護の受給要件を満たしている被保護者から保護

辞退の申し出があったからといって、それをもって直ちに保護を廃止することはできない。

辞退届の提出を受けた実施機関は、被保護者に直接面接するなどして、少なくとも以下

の点について調査検討しなければならない。

・ 被保護者が保護の受給要件や廃止事由等を正しく理解しているか

・ 保護受給が継続できることを認識した上で任意かつ真摯に辞退を申し出ているか

・ 保護廃止によって被保護者が急迫した状況に陥るおそれがないか

なお、保護の受給要件を満たしている被保護者に対して実施機関の側から辞退を勧める

ことは、法で保障された保護受給権の侵害につながり、許されない。

課長問答第１０の１２－３
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（問8－47） 急迫した要保護者を発見した場合

  本人が申請の意思を示してはいないが、急迫した状況にあると思われる要保護

者を発見した場合の取り扱いを示されたい。

法第２５条第１項は、要保護者が急迫した状況にあるときは、実施機関は本人の申請を

待たずに（本人の意思にかかわりなく）すみやかに職権を発動して保護を適用することを

義務づけている（法第４条第３項の規定から、その者が保護の要件を欠いている可能性が

ある場合も同様である）。したがって、社会通念上放置し難いと認められる状況にある者

を発見した場合は、たとえ本人が生活保護を受けることを拒否する意思を表明したとして

も、職権をもって保護を適用しなければならない。

また、保護申請を行った者が社会通念上放置し難いと認められる状況に陥った場合は、

資産調査等が未済でまだ保護の要件が確認できていなくても、すみやかに開始決定を行う

必要がある。その後の調査の結果、保護の要件を欠いていることが分かった場合には、法

第６３条を適用して保護費の返還を求める。

なお、面接相談等において、相談者が保護の受給要件を満たしていると思料される場合

は、急迫した状況にあるか否かを問わず、実施機関の側から進んで申請を行うよう助言す

る必要がある。

昭和２５年５月２０日発社第４６号厚生事務次官通達「生活保護法の施行に関する件」


