医療班自立支援プログラム

早期自立助長支援プログラム
（目的）
プログラムの適用により、要保護者の課題を迅速に整理し、課題解決へ向けて適切な
助言・指導・援助を行い、要保護者の自立助長を図ることを目的とする。
（概要）
保護申請後から保護開始決定・地区担当員へ引き継ぐまでに実施するプログラムであ
り、保護申請後に要保護者の自立のため必要と思われる課題を抽出し、要保護者が自立
するために必要な課題を解決するため、適切な助言・指導・援助を早期に行い、要保護
者の自立に向けた意欲を向上させて今後の処遇に反映する。
（対象者）
保護申請を行った要保護者のうち、個別の支援プログラムに該当する者。
（実施体制）
１）次に掲げる項目について、保護申請を受けた面接員等が要保護者の属性等により調
査の必要有無を判断して必要な支援プログラムを抽出し、新規申請調査を行う調査担当
が個別の自立助長支援プログラムチャートに基づいて、問題解決に向け必要な援助を保
護開始決定までの間に実施する。これにより、要保護者が抱える自立を阻害する要因を
解決するための取組みを早期に着手し、自立に向けた意欲向上及び自立助長を促し１日
でも早く自立できるよう支援する。
＜早期自立助長支援プログラム個別項目＞
１：稼動年齢層該当者（能力活用支援）
２：自動車・軽自動車保有者（資産活用支援）
３：生命保険加入者（資産活用支援）
４：不動産保有対象者（資産活用支援）
５：生活習慣病等改善指導（生活指導支援）
６：住民登録異動（生活指導支援）
７：児童相談所と連携（生活指導支援）
８：転居指導対象者（保護適正実施）
９：負債問題（保護適正実施）
１０：親族との交流再開（民法 877 条優先）
１１：社会保険加入者（他法活用支援）
１２：年金受給対象者（他法活用支援）
１３：他法他施策全般（他法活用支援）
２）個別支援プログラムチャートに基づき自立助長支援を行った結果をもとに処遇方針
を設立し、地区担当員へ引き継ぐ。この実施結果を今後の処遇や指導管理に反映するた
め、実施経過及びその結果をチェックリストにより管理し、地区担当員へ報告する。
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早期自立助長支援プログラムチェックリスト
プログラム内容

該当

面接員及び担当主査：適用指示事項にマーカーを記入
調査担当

就労指導
車・原付処分

：完了事項にチェック欄に記入

□ 実行計画書作成

□ 職業安定所の利用

□ 就労支援員面談

□ 就労先での面接

□ ケース検討会議

□ 手続き開始

□ 処分方法決定・説明□ 処分益の確認
生命保険
不動産

生活習慣病改善

□ ２９条調査

□ 保険会社への連絡

□ 保有の可否検討

□ 解約手続き

□ 名寄帳取得

□ 検討会議

□ 現地確認

□ 処分・資産活用方針・説明

□ 登記簿謄本

□リバースモゲージの活用

□ 受診の有無

□ 病状調査

□返戻金申告

□ 検診命令
住民票異動

□ DV 確認

⇒

□警察署相談

□ 転出証明の取得
児童相談所

□転入届の提出

□ 訪問調査時のチェックリスト作成
□ 児童相談所と処遇検討

転居指導

□関係各課への連絡

□ 不動産会社問合せ

□ 敷金等見積書の提出

□ 物件の下見

□ 引越し業者見積書の提出

多重債務等支援

□ 負債状況の確認

□債務状況確認票の作成

プログラム

□ 法律相談 有（日程

親族との交流

□ 戸籍調査発送

）
・無
□実地調査（市内の扶養義務者等）

□ キーパーソン確保 □扶養照会及び緊急時対応を検討
社会保険
年金

□ 就労先・加入状況の確認

□ 雇用保険の加入確認

□ 傷病手当金申請

□ 労災保険給付金申請

□ 年金とくべつ便の確認 □ 障害年金プログラム適用
□ 企業年金等の調査

他法他施策

□ 高額医療

□ 脱退手当金の検討
□ 軍人恩給

□ 戦没者

□ 児童手当（受給月・金額）

□ 自立支援医療

□ 児童扶養手当（受給月・金額）

□（

調査完了時決済
課長

課長補佐

調査完了日
担当主査

）
年

地区担当

月

日

調査担当

保護申請時稼動年齢層該当者フローチャート
保護申請受理

就労阻害要因の有無（面接時確認）

病院受診・検診命令
主訴「傷病」

就労阻害要因なし

病状調査

能力不活用のため、申請『却下』

阻害要因あり？

命令拒否

自立計画（訪問調査・面談）

申請『却下』

就労可否判定・能力活用の有無
就労可・支援決定

就労不可・就労指導不適

処遇方針の設定・保護『開始』決定

就労指導・自立支援Ｐ活用

就労可・支援不要

活動報告・活動状況を精査（面談）

能力不活用のため、申請『却下』
求職活動皆無

自立不可

保護を要さないため『却下』・『取下げ』
就職・自立生活可能

保護『開始』決定

期限を設け就労指導・『口頭指導』

調査担当から地区担当員へ引き継ぎ

活動報告・活動状況を精査（面談）

指導継続・処遇の変更
活動継続

活動不十分

保護を要さないため『廃止』・『取下げ』
就職・自立生活可能

法第 27 条による『文書指示』
指導継続・処遇の変更
再指導・処遇の検討・『弁明』機会

真摯に従う

真摯に従わない

能力不活用・指導指示に従わないため
『保護の変更及び停止・廃止』

保護申請時自家用車等保有該当者フローチャート
保護申請受理

保有可否の検討

通勤・事業用・通院用として認める
保有可
保有不可

適宜使用状況の確認

処遇方針の設定・保護『開始』決定

処分指導

処分方法の相談・検討・指示

廃車手続き・名義変更・譲渡
じょうと
廃車

売却

売却手続き

資産活用（収入充当・63 条返還）
譲渡

譲渡先と重量税・自賠責の返還交渉

廃車手続き
資産活用（収入充当・63 条返還）
処分費用無し

＜一時末梢＞

処分費用有り

＜永久末梢＞・＜返納届け（軽）＞で廃車

スクラップ（解体業者に持っていく）
一時末梢手続き（自らで行う）

自動車税の還付請求・還付

資産活用（収入充当・63 条返還）

永久末梢・返納届け手続き（自らで行う）
。・
廃車手続き完了
。・
自動車税・重量税の還付請求・還付
。・

一時的な処分完了・処遇方針の変更
資産活用（収入充当・63 条返還）
。・
後日、スクラップ（解体業者にて）
※処分指導に真摯に従わない・運転していることが判明
。・

保護開始決定前

重量税の還付請求・還付

保護開始後

資産不活用で申請『却下』
。・
資産活用（収入充当・63 条返還）

文書指示の手引きを参考に『文書指示』し『停・廃止』も
。・

＜車の処分マニュアル＞
生活保護では、自動車の所有及び借用を問わず原則として認められない。最低生活を
保障する生活保護制度の運用として国民一般の生活水準、生活感情を考慮すれば、勤労
の努力を怠り、遊興のため度々自動車を使用するという生活態度を容認することもまた
なお不適当とされることによるものである。（別冊問答集問 138 より）
◎廃車する前にやること
廃車しようとしている車にも値段がつく場合があります。
査定を無料でおこなうことも可能。→『ネット査定』。自動車リサイクル料金の支払い
が義務づけられているため、廃車の負担は大きい。一度試してみる価値はあり。
・ 走行距離が 10 万キロを超えている。
・ 10 年以上乗っている。
・ 傷だらけ。
・ 事故車
これらの場合でも値がつく場合もあり。

【廃車方法】
車の解体処分は業者にしかできませんが、費用はかかります。また、末梢登録を行わ
ないと、毎年自動車税の納付義務が課せられる。廃車方法は大きく分けて次の 2 つ。
・ 「永久末梢手続き」を行う。（軽自動車では「返納届け」という。）
・ 「一時末梢手続き」をした後に、「解体届手続き」を行う。
【永久末梢手続きとは】
永久末梢とは、解体業者でスクラップして、2 度と使用できないように車を処分する
末梢（道路運送車両法第 15 条）のこと。
大まかな手順としては、解体業者で車両を 2 度と利用できないようスクラップにして
処分し、適正な処分が完了した時点で手続きを行う。永久末梢手続きは無料。
【一時末梢とは】
一時末梢とは、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する末梢（道路運送車両法
第 16 条）のこと。再登録を行えば、再び車の使用ができるようになる。
陸運局および軽自動車検査協会での手続きが必要となります。手続きをおこなうと
「一時末梢登録証明書」がもらえる。この時点で自動車税の還付を受けることが可能とな
る。一時末梢手続きは 350 円の手数料を要す。
一時末梢している車を再び使用する予定がなくなった場合、速やかにスクラップし
「解体届け」という手続きをする。

◎普通・小型自動車の手続き先
【関東運輸局神奈川運輸支局 湘南自動車検査登録事務所】
住所

〒254-0082

神奈川県平塚市東豊田字道下 369 番 10

電話

登録部門

050-5540-2038

利用交
通機関
管轄区
域

JR 平塚駅北口から、神奈川中央交通バス 大島経由田村車庫行（平 65 系統）・
小田急伊勢原駅南口から（平 97 系統）、湘南車検場下車。徒歩 2 分
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座
郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡

FAX

0463-54-9040

◎軽自動車の手続き先
【軽自動車検査協会 神奈川事務所湘南支所】
住所

〒254-0082

神奈川県平塚市東豊田字道下 369 番 13

電話

0463-54-8825

FAX

利用交
通機関
管轄区
域

JR 平塚駅北口から、神奈川中央交通バス 大島経由田村車庫行（平 65 系統）・
小田急伊勢原駅南口から（平 97 系統）、湘南車検場下車。徒歩 3 分
平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座
郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡

0463-54-8826

テレホン案内

0463-51-5855

【普通・小型自動車および軽自動車の永久末梢（返納届け）手続きの手順】
＜ステップ 1＞
・ ナンバープレートを取り外す。
＜ステップ 2＞
・引き取り業者（解体業者や整備工場等）に解体を依頼する。
・自動車リサイクル料が未払いの場合はこれを支払い、『A 券以外』を受け取る。
・自動車の解体が済むと『解体報告記録日』を連絡してくれる。これを記録。
（自動車を渡した後の処理としては「引き取り業者→フロン回収業者→解体業者→粉砕
業者」という手順で進み、最期には「自動車リサイクルセンター」へ粉砕業者から連
絡行き、「自動車リサイクルセンター」から「引き取り業者」に「解体報告記録日」
の通知が行く。正確に言うと、引き取り業者が自動車リサイクルセンターのデータベ
ースで確認できるようになる。）
＜ステップ 3＞
・必要書類の準備し、記入する。
・必要書類は普通・小型自動車車検協会もしくは軽自動車検査協会で買ってもよいが、
ディーラーや販売店、整備工場などから分けてもらうのがよい。
・車検が残っている場合（残存期間 1 ヶ月以上）は、重量税が還付される。
＜ステップ 4＞
・書類の準備ができたら普通・小型自動車検査協会もしくは軽自動車検査協会へ行く。
・ナンバープレートを忘れずに持って行く。

＜ステップ 5＞
・ナンバープレートを返納する。返納場所は案内所等で教えてもらう。
・返納が完了した確認（確認印や完了シール等）をしてもらい、申請の際に提出する。
＜ステップ 6＞
・必要書類を窓口に提出する。窓口の場所は案内所等で教えてもらう。
＜ステップ 7＞
・陸運局内にある自動車税事務所で、自動車税の還付手続きをする。
・軽自動車は軽自動車協会内にある自動車税事務所で、軽自動車税の還付手続きをする。
・申請用紙は窓口に行けばもらえる。書き方のサンプルも置いてある。

【普通・小型自動車および軽自動車の一時末梢手続き→解体届けの手続き手順】
※一時末梢手続きは費用がかからず行うことができる。スクラップする前に普通・小型自
動車税、軽自動車税の還付が受けることができる。
＜ステップ 1＞
・ ナンバープレートを取り外す。
＜ステップ 2＞
・一時末梢登録用の必要書類の準備し、記入する。
・必要書類は普通・小型自動車車検協会もしくは軽自動車検査協会で買ってもよいが、
ディーラーや販売店、整備工場などから分けてもらうのがよい。
＜ステップ 3＞
・書類の準備ができたら普通・小型自動車検査協会もしくは軽自動車検査協会へ行く。
・ナンバープレートを忘れずに持って行く。
＜ステップ 4＞
・ナンバープレートを返納する。返納場所は案内所等で教えてもらう。
・返納が完了した確認（確認印や完了シール等）をしてもらい、申請の際に提出する。
＜ステップ 5＞
・必要書類を窓口に提出する。窓口の場所は案内所等で教えてもらう。
＜ステップ 6＞
・陸運局内にある自動車税事務所で、自動車税の還付手続きをする。
・軽自動車は軽自動車協会内にある自動車税事務所で、軽自動車税の還付手続きをする。
・申請用紙は窓口に行けばもらえる。書き方のサンプルも置いてある。
＜ステップ 7＞
・一時的な末梢登録完了。
・後日、再登録も可能。
＜ステップ 8＞

・引き取り業者（解体業者や整備工場等）に解体を依頼する。
・自動車リサイクル料が未払いの場合はこれを支払い、『A 券以外』を受け取る。
・自動車の解体が済むと『解体報告記録日』を連絡してくれる。これを記録。
（自動車を渡した後の処理としては「引き取り業者→フロン回収業者→解体業者→粉砕
業者」という手順で進み、最期には「自動車リサイクルセンター」へ粉砕業者から連
絡行き、「自動車リサイクルセンター」から「引き取り業者」に「解体報告記録日」
の通知が行く。正確に言うと、引き取り業者が自動車リサイクルセンターのデータベ
ースで確認できるようになる。）
＜ステップ 9＞
・解体届け手続きに必要な書類を揃える。
・必要書類は普通・小型自動車車検協会もしくは軽自動車検査協会で買ってもよいが、
ディーラーや販売店、整備工場などから分けてもらうのがよい。
＜ステップ 10＞
・準備ができたら、再度、普通・小型自動車車検協会もしくは軽自動車検査協会に行く。
＜ステップ 11＞
・必要書類を窓口に提出する。窓口の場所は案内所等で教えてもらう。

【自動車税・重量税の還付について】
廃車を行うと、自動車税と重量税の還付を受けることができる。どちらも早く手続きを
行えば、その分、還付される金額も多くなります。

預金・生命保険
保護申請
生命保険証書あり
預金通帳のコピー・保険証書の確認

生命保険等検討プログラムへ

リストにない銀行・支店の場合
２９条調査リストから調査

①本店への調査により支店を確認
②HP で支店情報画面を印刷し、リストに添付

預金回答受理

調査終了
資産なし

資産あり

・普通預金

・出資金

生命保険等

・定期預金
生命保険等検討プログラムへ
以上
資産額が最低生活費の１ヶ月分

申請却下

以下
２９条調査回答が
保護の開始前

保護開始後

手持金として認定

手持金認定の再検討

生命保険等検討プログラム
Ａ貯蓄的性格の強い保険
（１）個人年金保険

（４）学資保険
①子が 15 歳または 18 歳の時に、満期保険金を受け取る

（２）こども保険
（３）貯蓄保険

等

②満期保険金または解約返戻金の使途がこの就学費用
③開始時点で解約返戻金が１世帯あたり 50 万円以下
要件を満たさない

①・②・③の全てを満たす

Ｂ死亡障害等による危険対策を目的とする保険
（５）生命保険

６）住宅保険

原則：保有不可

アパート契約上必須の住宅保険か？

Ｙｅｓ

（契約書の提出を求めて確認）

No
検討１ ①保険金の受取人：被保護者であること
②解約返戻金：最低生活費（医療扶助を除く）の３か月分以下であること
③保険料：月額が最低生活費（医療扶助を除く）の１０％以下であること
①・②・③のすべてを満たす
要件を満たさない
検討２ ①満期までの残存払込期間があとわずか、
かつ自立助長につながる
②重篤な入院患者等であって、保険事故の発生可能性が高い
③入院給付の活用が図られる場合
要件を満たさない

①・②・③のいずれかを満たす

保有不可

保有可能

解約指導

６３条返還前置
年に 1 回は加入状況等を調査する。保険金

解約返戻金の受領

・配当金等があれば収入申告するよう指導
収入認定除外の検討
（自立更生に充てられる額

次第７－３－（３）キ）

収入認定額が
最低生活費の１ヶ月分
以下
保護開始前
手持金認定

申請却下
以上

保護開始後
開始時の資産として６３条返還
支給済み額を超える額ありの場合
受給月収入として収入認定

生命保険
生命保険

《検討１・保険の種類、目的》
死亡障害等による危険対策を

貯蓄的性格の強い保険

目的とする保険

（個人年金保険、こども保険等）

（定期保険、養老保険等）
加入類型

保有否
契約者

保有可
目的とする保険

被保護者

保 有 の
受取人

可

解約指導

否

《検討２・保険契約内容》
①開始時の解約返戻金

可否

否

63 条前置

否

月額最生費の 3 ヶ月分以下

収入認定

②月額保険料

収入認定

月額最生費（医療扶助費除く）
○は保護世帯員

の 10％以下

☆についてはまず契約変更の指導を行う

③保険契約の被保護者及び保険
金受取人が保護世帯内の者で
あること

①,②,③の全ての要件を満た
している

①,②,③のうち、満たさない要件がある

《検討３・その他要件》

保有可

63 条前置

①満期までの残存払込期間があとわずかであって、自立助長に繋が
ると認められる時
②被保護者が重篤な入院患者等であって、保険事故発生の可能性が

①,②,③のうち満たしてい
る要件がある

高い場合
③入院給付金等を取得した時点で収入認定した方が解約を指導する
よりも資産の活用が図られるとき

①,②,③のうちいずれの要件も満たさない

保有可

保有否

63 条前置

法第 63 条の取扱いについて

～生命保険～

【対象となる資力の発生時期】
（１）解約返戻金
・保護開始時に解約返戻金を得られる時
⇒開始時において 63 条の対象。
・保護開始時に得られる解約返戻金が 0 円であるとき
⇒開始時において 63 条の対象外。ただし、保護受給中に解約返戻金の受給権が発生
する時は、発生時点で 63 条の対象。
（２）保険金
・原則として請求権が確定した時点が資力発生時。よって、
① 死亡保険金

⇒死亡時

② 障害保障保険金 ⇒支払事由に該当した時点
③ 入院給付金

⇒給付免債最終日翌日（一般的には退院時、または入院日数が保障
限度の日数を経過した日）

④ 満期保険金

⇒満期時

【法第 63 条の前置について】
①保護開始時
保護開始時（または保護開始前）が資力発生日となるもの全てに前置を行う。また
前置通知文には必ず、保有の可否、処分指導について明示すること。
②保護実施中
保護開始時には資力がなかったもののうち、保護開始後に資力が発生したもの全て
に前置を行う。
【資力発生日と収入日による取扱いの違い】
（１）資力発生日の同月中に収入があった場合
要否判定を行い、保護要であれば収入月の収入認定。保護否であれば、停廃止。
（２）資力発生日の翌月以降に当初見込んでいた資力と同額以下の収入があった場合
①発生時から収入前月までに支給した扶助費＞収入額
全額 63 条返還
②発生時から収入前月までに支給した扶助費＜収入額
支給済み扶助費の同額が 63 条返還。残額については要否判定を行い、保護要であ
れば収入月の収入認定。保護否であれば、停廃止。
（３）資力の発生日の翌月以降に当初予定していた資力を上回る収入があった場合
①発生時から収入前月までに支給した扶助費＞当初予定の資力

当初予定の資力と同額が 63 条返還。当初予定の資力を上回る額について要否判定
を行い、保護要であれば収入月の収入認定。保護否であれば、停廃止。
②発生時から収入前月までに支給した扶助費＜当初予定の資力・・・
支給済み扶助費の同額が 63 条返還。残額について要否判定を行い、保護要であれ
ば収入月の収入認定。保護否であれば、停廃止。

不動産所有者自立支援プログラム
申請受理
所有なし

名寄帳の取得

調査終了

所有あり

登記簿謄本の取得
抵当権等について確認
現地確認
◇
リバースモゲージの検討
げんつ

該当

却下

65 歳以上のみで構成される世帯・評価額 500 万円以上
該当なし

ケース検討会議の実施

保護を要さない

所有者・所有内容・評価額・処分の可能性の有無・保有の

資産活用

可否・他制度の活用等の検討
却下
なし

処分指導・資産活用の有無

保有可
（保護手帳 p138）

あり

・処分することができないか、又は著しく困難なもの
・売却代金より売却に要する経費が高いもの

保有不可

・社会通念上処分することを適当としないもの
処分指導 法６３条前置を行う
処分方法の相談・検討・指示

定期的な活用検討

処分状況の確認

売却・資産活用
活動不十分

売却
改善あり
法第６３条によ
る費用返還・要
否判定

指導
改善なし
停止・廃止

費用返還の検討

H18.12 医療班
５

生活習慣病等改善指導

受診なし

受診なし

保護申請受理
病院受診の有無

検診命令

保護申請却下（§28）

受診あり

７
～
１
４
日

面接調書
訪問調査
病状調査

困窮原因・生活実態の把握

調査結果に基づく原因の分析と改善方策（チェックリスト）
□経済的理由による医療機関未受診 →保護開始により解消
□主の怠慢による医療機関未受診
→検診命令
□身体的理由によるもの
→介護サービスの併用
□周囲の環境によるもの
→酒類購入の改善指導等
□精神疾患によるもの（依存症）
→専門病院受診検討、検診命令
etc.

＜生活保護法に基づく手段＞
・検診命令
・口頭指導
・文書指導
※実施しないと主に不利益が生じる。
<想定される関係先>
・扶養親族
・ＷＯ（介護、障害）
・保健福祉事務所
・介護事業者・介護施設
・医療機関
・民生委員
etc.

＜生活保護法に基づく手段その２＞
・医療扶助
・介護扶助
・通院交通費
※申請が適正であれば扶助するもの。

処遇方針の
検討

<導入可能な手法>
・介護サービス
・訪問看護
・保健指導
・その他

保 護 開 始

１
４
～
３
０
日

・処遇方針の決定
・個別手法（介護サービス・生活指導等）導入
・病状改善に係る自立計画書の提出指導
※生活保護制度は最低限度の生活の保障とともに、自立助長のための制度であること
を説明。

６
０
～
９
０
日

短期、中期での自立計画書の履行確認
通院、生活習慣等改善

通院せず・生活習慣改善なし

病状の改善

指導指示（§27）
改善あり
改善なし

日常生活面の自立

医療扶助からの自立
就労指導
※就労 P へ

変更・停止・廃止（§62）

住民登録の異動
保護申請受理
住登地が現住所
住民登録地の確認

完了

住登地が現住所でない or 住民登録がない
ＤＶ・借金等住民登録を異動しない特別な理由があるか？
No

ＤＶの場合

借金の場合

子育て支援課と連携

①債務額・債権者の確認

⇒住民票変更及び

②自己破産手続きの助言

不開示手続きの検討

（小額である場合、分割返済）
③法律相談
等、借金問題の解決を促す。
住民票の不開示の検討

住民登録異動指導
転出届を出したが、転入届を出していない場合
５年以内

５年経過

本籍地にて「見届け地」

戸籍謄本・附票

除票・附票・戸籍謄本を取寄 を取寄せる・

申請者が手続可能

申請者が手続き不可
※別添１ 住民異動届
CW による住民異動届の代筆・郵送

ケースによる転出届の提出

・住民窓口課にて住民異動届をもらう
本籍地市役所にて

住民異動届の郵送

・ＣＷの職員証のコピー＆返信用封筒を添付
転出証明書の返送

小田原市にて転入届
身分証明書が必要な場合
異動完了

住民基本台帳カード申請
ex 年金脱退手当金の受給
就職活動中

登録完了後に手続きの必要な想定されるケース
例①申請前の入院費滞納があるケース ⇒国民健康保険の遡及加入⇒高額療養費の還付手続き
（国民健康保険未加入）

※転出日・転入日が入院日前であることを確認

例②介護保険料・国保料の滞納がある⇒介護保険料額の算定⇒介護保険料加算の認定（高齢介護課）
※転入日が保険料の遡及期限前であるか確認

児童相談所等との連携（児童虐待、ネグレクト等が危惧されるケース）

保護申請受理

《子供虐待の定義》①身体的虐待
③ネグレクト

②性的虐待
④心理的虐待

訪問調査
１） 生活状況、生活実態の確認
・ライフラインの寸断、不衛生、世帯員が現認できない等
２） 子供の状態確認
・不自然な怪我、不自然な長期欠席、低栄養を疑わせる症状等
＊別添･神奈川県児童相談所発行「子供虐待防止ハンドブック」早期発見のためのチェックリスト参照
＊初回訪問調査時において虐待、ネグレクト等の可能性があると判断された場合、必要に応じ、複数
回の訪問調査を実施し、状況把握に努める
虐待可能性あり
① 乳児～未就園
児童相談所、子育て支援課へ情報提供
② 保育園、幼稚園

虐待可能性なし
虐待、ネグレクトの可能性がない場合でも関
係機関からの情報収集を怠らず、世帯の生活
状況を把握する。また、後になって虐待の可

児童相談所、子育て支援課、保育園、

能性が危惧された場合は適宜、関係機関との

幼稚園へ情報提供

連携を図る。

③ 小学生
児童相談所、子育て支援課、小学校へ
情報提供
④ 中学生
児童相談所、子育て支援課、中学校へ
情報提供
⑤ 高校生
児童相談所、子育て支援課、高校へ情
報提供

・民生委員･児童委員に情報提供を実施し、生
活状況の把握,夜間見回り等をお願いする。
・健康づくり課に情報提供を実施し、保健師
による定期見回り･各種健康診査を活用す
る。
・状況に応じ、医療期間･警察へ情報提供を実
施し、協力を促す。

関係機関との連携により、児童虐待等の早期発見、未然防止に努める。また、世帯の社会的孤立を防
ぎ、生活基盤の建て直しを図る。

＊相談と援助の流れについては、別添･神奈川県児童相談所発行「子供虐待防止ハンドブック」相談と援助
の流れ（フローチャート）参照
＊高齢者虐待が危惧される場合は、上述対応に準じ、高齢介護課との連携を図る。

高額家賃に伴う転居指導
保護申請受理

＊住宅扶助基準額

高額家賃該当

○ 単身世帯

46,000 円

○２人～６人世帯

59,800 円

○７人以上世帯

71,800 円

訪問調査時、大家・不動産屋等へ家賃額基準額内への減額交渉を促す。
交渉結果を担当調査員へ報告するよう指示。

間以内に担当調査員に報告させる。 減額あり
減額なし
＊契約書もしくは家賃・地代証明書の
転居指導

高額家賃解消

提出を指導、受理する。

・公営住宅（市営住宅、県営住宅）申し込み期間の確認
⇒期間が合えば、申し込みを指導。
・民間住宅の選定
⇒入居にかかる見積書、移送にかかる見積書の提出を指導（敷金等支給限度額内であるかを確認）
＊選定に際しては、親族居住地、通院医療機関等を勘案し、保護自立後も住宅費が生活費を圧迫
しないよう極力、安価な物件を選定するよう指導する。
・保証人の確保
＊保証人がいない場合は、保証人協会の活用を促す。

物件選定

《保護決定前》

《保護決定後》
選定物件における敷金等の支給申請を受理

賃貸契約及び転居完了後には
敷金等の支給・賃貸契約完了

①新地区担当員同行のうえ、転居確認を実施（引き継ぎ）
②前住居の敷金の還付状況を確認
⇒状況に応じ、大家、不動産屋等に事実確認を行う

転居

③契約書及び敷金等支給にかかる領収書の写しの受領
④地区担当員、民生委員の変更
⇒民生委員通知については、新旧併せて送付

高額家賃解消

⑤住民登録異動手続きを指導
⇒詳細については、同自立支援プログラム
「住民登録の異動」参照

多重債務者自立支援プログラム
申請者が多重債務を抱えている場合、早期に内容について掌握し、その原因
等を踏まえ、債務の整理と金銭管理により生活を改善させ自立助長を促す。
＜負債整理指導＞
訪問調査時に状況を確認し、返済能力の有無について検討、保護決定後、必要があれば
法律相談を行うように指導
◇ 負債状況及び資産の確認 (訪問調査時に行う)
借入先・借入額・利息・返済方法・返済金額・返済期間
返済が可能
◇ 返済能力の判断

返済計画書の作成

返済が不可能

＊定期的に返済状況を確認

◇債務一覧の作成

◇ 法律相談（法テラス）
手続き指導・法律扶助協会の利用指導

＜支出原因の解決＞
経過確認による負債理由の明確化
◇ 借金に精神的要因がある

精神科受診（検診命令）

◇ 依存症等の傾向がある

関係機関と連携

特に精神的要因がない場合には、金銭管理能力が欠如していると判断される。

＜金銭管理能力の育成＞
今後、同じような状況にならないよう金銭管理について指導
◇ 支出状況の確認（訪問調査時に確認、指導し、決定

定期的な支出状況の
確認

前に再度確認を行う）
月々の家計簿をつけることで金銭管理能力を育成

管理能力欠如

☆ 保護決定後における、いかなる借り入れ（親族・友人・ローン会社等）も収入認定をす
ることを説明する。

親族との交流再開（扶養照会）
保護申請受理

交流有無の確認、戸籍調査実施

交流あり
連絡を促す（℡、面会等）

交流なし

こう
交流がない理由を把握する
親族の連絡先を知っている
連絡を促す（℡、手紙等）

・親族の連絡先を知らない場合
・親族の連絡先を知っているものの、援助、仕送り等がない場合

援助、仕送り等が開始され

・援助の開始、増額あるものの、自活不可能な場合

自活可能な場合

・扶養照会実施

保護申請取り下げ、却下

⇒金銭援助、その他援助及び今後の交流等について
確認
・市内在住の親族及びキーパーソンについては実地調査
を実施
⇒特に母子家庭における子の父（父子家庭において
は子の母）について市内在住であれば、DV 等特別
な理由がない限り、必ず実地調査を実施する。

引き取り可能

・保護申請取り下げ
もしくは却下
・保護決定後廃止

金銭援助可能

・収入認定

援助、交流なし

・定期的（５年毎）な扶

・定期的（５年毎）な扶養
照会により援助額確認

養照会により援助、交
流確認

自主的内部点検による一斉扶養調査

社会保険等加入者フローチャート
保護申請受理（就労していたが傷病を訴え保護申請）
通勤途中・仕事中の怪我

労災扱い・他法優先により「却下」も可

私用中の病気や怪我

就労先の在籍状況（面接時確認）

雇用保険の加入の確認（面接時確認）
既に退職

会社に在籍

加入あり

加入なし

雇用保険受給権なし

社会保険加入の有無（面接時確認）
あり

雇用保険加入期間（６ヶ月）の確認

なし

６ヶ月以上

６ヶ月未満

傷病手当なし
雇用保険受給権なし

傷病手当受給可能性あり

求職活動の可否（病状調査等）

医師の診断結果
就労不可

就労可

就労可（失業給付受給可）

就労不可

能力不活用・他法他施策優先により「却下」も可
有給休暇の利用（給与満額受給可能）
有給休暇消費

傷病手当金申請書・診断書の提出

雇用保険受給中

雇用保険受給不可

30 日以上働けない疾病等が発生した場合

休職

傷病手当金受給（収入認定）
１年６ヶ月後

障害を負っている場合は障害認定

障害年金受給可否を検討

雇用保険の傷病手当（受給期間の延長）が可能

年金
保護申請
振込口座の通帳 or 年金額通知書 の提出

年金手帳
新規訪問調査

・病名の確認

住所歴

職歴の把握

病歴の把握

⇒ 別添障害等級表

・初診日の確認 ⇒ 病状調査時にも確認
・初診日を証明する書類

情報提供書の作成
障害年金受給可能性があり
社会保険事務所に２９条調査

障害年金の受給申請手続き

年金支払月３００月
以下

企業年金・厚生年金基金有り
以上

年金受給不可

終了

企業年金基金連合会に２９条調査
・連合会年金証書番号

６０歳から６５歳 かつ

・加入基金名称

年金支払月 240 ヶ月以上の場合

・基金加入員番号 を記載

任意加入しても
受給不可

・基礎年金番号

厚生年金基金の受領
国民年金任意加入を促す

年金受給可能

就労収入があれば実費控除

６５歳以上の場合

厚生年金期間があるか？

終了

年金受給手続き

６０歳⇒６５歳の場合
繰り上げ受給手続き

無

の検討

厚生年金脱退手当金の検討
①被保険者期間５年以上

年金の支給開始

②６０歳に達していること
③被保険者の資格を喪失

自立可能

自立不可

申請却下

収入認定

※受給権者の遺族も申請可能
・戸籍謄本 ・年金手帳

社保事務所へ提出

・身分証明 ・通帳
脱退手当金の受給
一時的に生活可能かつ
支給額が最生費の６ヶ月
以内
収入認定

以上
申請却下

他法他施策
【高額療養費について】
保護申請前の医療費の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合、既に支払い
が済んでいれば、自己負担金限度額の超過額が還付される。よって、保護申請前の医療費
の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合は、保険課に被保護者の高額療養費
還付金の発生有無を確認し、発生する場合は還付額、還付年月日を確認する。
調査・照会先

⇒ 保険課

【高額介護費について】
保護申請前の介護費の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合、既に支払い
が済んでいれば、自己負担金限度額の超過額が還付される。よって、保護申請前の介護費
の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合は、高齢介護課に被保護者の高額介
護費還付金の発生有無を確認し、発生する場合は還付額、還付年月日を確認する。
調査・照会先 ⇒ 高齢介護課
【高額障害福祉サービス費について】
保護申請前の障害福祉サービス費の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合、
既に支払いが済んでいれば、自己負担金限度額の超過額が還付される。よって、保護申請
前の障害福祉サービス費の自己負担金が、自己負担金限度額を超えている場合は、障害福
祉課に被保護者の障害福祉サービス費還付金の発生有無を確認し、発生する場合は還付額、
還付年月日を確認する。
調査・照会先 ⇒ 障害福祉課
【児童手当について】
小学校第６学年修了前の児童を監護・養育し、かつその児童と生計を同一にしている場
合、所得が一定の額に満たない限り父、母、もしくはその養育者に支給される。よって、
被保護者が対象者の場合は、子育て支援課に申請日以降の支給額、支給月を確認する。な
お、基本的には住民登録地である小田原市が支給市町村となるが、DV 等特別な事情があり、
住民異動登録未手続きの場合は、住民登録地市町村に確認する。
＊支給額 第１子、第２子月額 5,000 円、第３子以降児童一人につき月額 10,000 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
平成 19 年 4 月 1 日以降は第１子以降、全ての児童一人につき月額 10,000 円。
＊支給月 基本的には 2 月、6 月、10 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限りでは
ない。
調査・照会先 ⇒ 子育て支援課

【児童扶養手当について】
児童（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者又は 20 歳未満で一定の
障害状態にある者）を養育する配偶者のいない母、もしくはその養育者に支給される。よ
って、被保護者が対象者の場合は、子育て支援課に申請日以降の支給額、支給月を確認す
る。
＊支給額 児童 1 人の場合は 41,720 円。2 人の場合は 46,720 円。3 子以降 1 人当たりの加
算額は 3,000 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 4 月、8 月、12 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限りでは
ない。
調査・照会先 ⇒ 子育て支援課
【特別児童扶養手当について】
満 20 歳未満の精神又は身体に障害を有する児童を監護・養育し、かつその児童と生計を
同一にしている場合、所得が一定の額に満たない限り父、母、もしくはその養育者に支給
される。よって、被保護者が対象者の場合は、子育て支援課（支給決定については県で行
うため、詳細については県・子供家庭課）に申請日以降の支給額、支給月を確認する。
＊支給額 障害 1 級に該当する障害児 1 人につき 50,750 円、2 級に該当する障害児 1 人に
つき 33,800 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 4 月、8 月、12 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限りでは
ない。
調査・照会先

⇒ 子育て支援課、県・子供家庭課

【特別障害者手当について】
20 歳以上の日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障害者（障害要件に
ついては障害福祉課に要確認）に所得が一定の額に満たない限り、支給される。よって、
被保護者が対象者の場合は、障害福祉課に申請日以降の支給額、支給月を確認する。
＊支給額 月額 26,440 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 5 月、8 月、11 月、2 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限り
ではない。
調査・照会先 ⇒ 障害福祉課
【障害児福祉手当について】
満 20 歳未満の日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障害児（障害要件
については障害福祉課に要確認）に所得が一定の額に満たない限り、支給される（障害年
金受給者には支給されない）
。よって、被保護者が対象者の場合は、障害福祉課に申請日以
降の支給額、支給月を確認する。

＊支給額 月額 14,380 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 5 月、8 月、11 月、2 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限り
ではない。
調査・照会先 ⇒ 障害福祉課
【神奈川県在宅重度障害者手当について】
4 月 1 日現在、1 年以上神奈川県内に居住している在宅の障害者で、身障手帳 1～3 級の
方、知的障害者で知能指数が 40 以下の方、身障手帳 4 級の方で知能指数 50 以下の方に支
給される。よって、被保護者が対象者の場合は、障害福祉課に申請日以降の支給額、支給
月を確認する。
＊支給額 程度により年額 25,000 円、35,000 円、60,000 円の 3 段階。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 7 月、12 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限りではない。
調査・照会先 ⇒ 障害福祉課
【小田原市心身障害児手当について】
申請時に 1 年以上小田原市内に居住し、満 20 歳未満の身障手帳 1～4 級の身体障害児、
もしくは知能指数 50 以下の知的障害児を養育する保護者に支給される。よって、被保護者
が対象者の場合は、障害福祉課に申請日以降の支給額、支給月を確認する。
＊支給額 月額 2,000 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
＊支給月 基本的には 5 月、8 月、11 月、2 月。ただし変更事由が生じた場合は、この限り
ではない。
調査・照会先 ⇒ 障害福祉課
【精神障害者入院医療費援護金について】
精神病棟に入院（20 日以上）している場合、本人と生計を一にする扶養義務者の前年度
分の所得税額を合算した金額が 87,000 円以下であり、医療費の自己負担（本人支払額）が
10,000 円以上ある場合、援護金が支給される。なお本援護金は、県より直接、医療機関に
振り込まれる。よって、被保護者が対象者の場合は、県・障害福祉課に申請日以降の支給
額、支給月を確認する。
＊支給額 月額 10,000 円。
（平成 19 年 1 月 1 日現在）
調査・照会先 ⇒ 県・障害福祉課
【交通事故における保障について】
① 自賠責について
自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる

保険であり、物損事故は対象にならない。また、被害者の過失割合が 7 割までなら、医療
費 120 万円まで、全額補償される。
調査･照会先 ⇒ 自賠責損害調査センター ℡03-3526-3240、各保険会社 等
②無保険車による人身事故について
無保険車による人身事故における加害者請求（政府保証事業）は、過失割合に関係なく、
傷病を負った人全て（事故当事者の双方）が請求可能であり、医療費 120 万円以内の金額
が補償される。
調査･照会先 ⇒

自賠責損害調査センター ℡03-3526-3240、各保険会社 等

【過去に自営業を営んでいた場合～小規模企業共済制度～】
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した
場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取れる
共済制度。
調査･照会先 ⇒ （独）中小企業基盤整備機構 ℡03-3433-8811
【過去に公務員であった場合】
被保護者が過去に公務員であった場合、退職金、共済年金の受給の有無を確認する必要
がある。よって、被保護者が対象者の場合は、各共済組合に申請日以降の支給額、支給月
を確認する。
調査･照会先 ⇒ 国家公務員共済組合連合会 ℡03-3222-1841
各都道府県職員共済組合、各都道府県市町村職員共済組合
【軍人恩給について】
被保護者もしくは配偶者が過去に軍人であった場合、恩給の受給の有無を確認する必要
がある。よって、被保護者が対象者の場合は、総務省人事・恩給局に申請日以降の支給額、
支給月を確認する。
調査･照会先 ⇒ 総務省人事・恩給局 ℡03-5273-1400
【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について】
先の大戦において、公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属のその遺族に対して
支給される制度。10 年償還無利子の記名国債により 40 万円分交付される。同制度は平成
17 年度施行であり、交付期間は 3 年間（平成 20 年度まで）。詳細については福祉政策課福
祉政策担当まで。
調査･照会先 ⇒ 福祉政策課福祉政策担当、県・生活援護課

【戦傷病者等の妻に対する特別給付金について】
夫が戦傷病者等であることによる特別な精神的苦痛を慰藉するために、戦傷病者等の妻
に対して支給される制度。無利子の記名国債により交付されるが、対象者により、金額、
償還年数は各々。同制度は平成 18 年度施行であり、交付期間は 3 年間（平成 21 年度まで）
。
詳細については福祉政策課福祉政策担当まで。
調査･照会先 ⇒ 福祉政策課福祉政策担当、県・生活援護課
【災害給付について】
自然災害により死亡した者の遺族及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受け
た者に対し、災害弔慰金、災害障害見舞金が支給される。また、被災世帯の世帯主に対し
て生活の立て直しに資するために、災害援護資金の貸付けを受けることができる。
調査･照会先 ⇒ 福祉政策課福祉政策担当
【解雇予告手当について】
被保護者が就労先から解雇された場合、30 日前までに解雇予告がなかった、もしくは 30
日分以上の平均賃金が支払われなかった際は、同手当を就労先に対し請求できる制度。た
だし、日々雇入れられる者、就労期間が 2 ヶ月以内限定の者、就労期間が季節的業務で 4
ヶ月以内限定の者、試の試用期間中の者については適用されない。
相談先 ⇒ 全国労働組合総連合 ℡03-5842－5611
神奈川労連労働相談センター ℡045－212－5855
労働基準監督署 等

＊生活保護法よりも他法他施策が優先されるため、次に揚げる法令については、特にその
活用を図ること。
１

身体障害者福祉法

２

児童福祉法

３

知的障害者福祉法

４

障害者自立支援法

５

老人福祉法

６

売春防止法

７

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

８

災害救助法

９

農業災害補償法

１０ 結核予防法

１１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
１２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
１３ らい予防法の廃止に関する法律
１４ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
１５ 公害健康被害の補償等に関する法律
１６ 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律
１７ 健康保険法
１８ 厚生年金保険法
１９ 恩給法
２０ 各共済組合法
２１ 雇用保険法
２２ 労働者災害補償保険法
２３ 石綿による健康被害の救済に関する法律
２４ 国民健康保険法
２５ 国民年金法
２６ 老人保健法
２７ 介護保険法
２８ 児童扶養手当法
２９ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
３０ 児童手当法
３１ 戦傷病者戦没者遺族等援護法
３２ 未帰還者留守家族等援護法
３３ 引揚者給付金等支給法
３４ 自動車損害賠償保障法
３５ 墓地、埋葬等に関する法律
３６ 自作農維持資金融通法
３７ 母子及び寡婦福祉法
３８ 母子保健法
３９ 学校保健法
４０ 生活福祉資金

