
該当所属 監　査　の　結　果　（指　摘　事　項）
措置・対応
状況の別

内　　　　　　　　　　　　　　容

1 生活支援課

Ⅵ　生活保護費の費用返還及び費用徴収について
３　法第63条による返還一覧表
(1) 年金及び過年度年金の遡及分

生活保護制度は、今ある資力を使用しても足り
ない分を扶助する制度であるので、平成26年12
月、年金受給が判明した段階で特別支給の老齢厚
生年金遡及分を請求すべきであった。ちなみに、
この年金は60歳から受給しても65歳からの年金額
に変更はない。

措置
（完了）

　特別支給の老齢厚生年金遡及分につきまして
は、平成29年1月に受給となり、適正に事務処理を
行いました。
　今後も引き続き受給資格があることが判明した
場合、生活保護制度の趣旨を十分説明し、速やか
に年金受給の申請手続きを行わせるよう指導して
まいります。

　平成31年１月24日措置通知　市長

平成29年度　包括外部監査（平成30年３月26日報告） 【指摘事項】
テーマ：生活保護に係る事務の執行



該当所属 監　査　の　結　果　（意　見）
措置・対応
状況の別

内　　　　　　　　　　　　　　容

Ⅲ 相談及び申請状況
　年金を受給できる年齢になっても収入として年
金収入を上げていない相談者もいる。
　年金事務所等へ行って年金の情報を確認させる
必要がある。

措置
（完了）

　年金受給情報の確認については、令和元年12月
から、行政手続きにおける特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第19条第７号の
規定に基づく情報照会端末利用により、日本年金
機構に対し、随時、年金情報照会が可能となりま
したので、受給資格があることを確認できた場合
は年金請求を指導しております。
　また、生活保護申請に至らなかった相談者につ
きましては、年金事務所での相談予約を案内し、
受給資格の確認等、年金受給に繋がるよう手続き
について助言を行ってまいります。

　令和２年12月25日措置通知　市長

　亡父名義の土地建物を所有しているものが2件、
亡夫名義の土地建物を所有しているものが1件あっ
た。
　生活保護は、その利用し得る資産、能力その他
あらゆるものを活用することを前提に実施される
必要がある。そのため、所有している者の名前に
名義を変更する必要がある。

対応状況

　土地建物の名義変更が必要な資産については、
関係者による相続手続きが円滑に行われない案件
もあり、対応に苦慮するところでありますが、生
活保護法第４条（保護の補足性）に則り、その利
用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用す
ることを前提に、日本司法支援センター（法テラ
ス）等の専門家の助言を踏まえ、適宜、生活保護
受給者に対し、土地建物を所有者名義に変更する
よう助言しております。

　令和２年12月25日対応状況報告　市長

2 生活支援課

Ⅳ 資産の活用について
１　生活保護法における資産

郡山市は、保護を廃止すれば処分すべき資産と
して指導したものを管理していない。今までは、
保有を認められない自動車などは管理していた
が、今後は保有を否認された農地を対象に加えて
管理する必要がある。

措置
（完了）

　債権確保の観点から、生活保護廃止後５年間に
おいては、保有を否認された農地等の不動産を生
活保護受給者の資産管理台帳の対象に加えまし
た。

　平成31年３月27日措置通知　市長

3

　生活保護受給者の居住用資産の保有について
は、厚生労働省社会・援護局長通知（昭和38年4月
1日　社発第246号）において、処分価値が利用価
値に比して著しく大きいと認められる場合を除
き、保有を認めることとなっており、これに基づ
き業務を執行しているところであります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

生活支援課

　生活保護法は、その利用し得る資産を活用して
最低限度の生活の維持をすることを要件としてい
るが、居住用資産があれば住宅扶助がかからない
ため保護費削減が可能となる。被保護者も自立す
る場合に家賃はかからないので自立助長に繋が
る。しかしながら、固定資産税は免除されてお
り、借地に居住用資産がある場合は、借地料が住
宅扶助となっており、修繕費なども支出されてい
る。
　居住用資産については、郡山市の場合は固定資
産税評価額1,970万円まで保有が認められる。自動
車などは原則保有が認められず、法第63条の保護
費の返還や法第78条による徴収などをみると、百
円単位の少額な被保護者の収入が返還、徴収され
ていることを考えると、保有が認められる居住用
資産の金額が大きいと思われる。
　保有が認められると、活用すべき資産はないこ
とになり、保護費の返還、徴収もなくなり、相続
の場合は何の負担もなく相続される。
　要保護者世帯向不動産担保型生活資金（リバー
スモーゲージ制度）を利用させることによって活
用させることとされているが、稼働年齢を過ぎた
65歳から利用可能なほか、条件があって郡山市の
利用実績はない。
　郡山市の持ち家保有率は、国勢調査基本統計結
果によると平成22年次は56.5%である。平成28年の
被保護世帯数は2,588世帯で、固定資産税評価額
500万円以上の居住用資産は8件で、そのうち3件は
被相続人の名義のままである。借地に居住用資産
を有している者は35世帯である。生活保護世帯の
持ち家の比率は低いと思われるので、持ち家を所
有している世帯を優遇することなく、保有を認め
ない資産とする制度にするよう検討をすべきであ
る。

対応状況

平成29年度　包括外部監査（平成30年３月26日報告） 【意見】
テーマ：生活保護に係る事務の執行

1 生活支援課



4 生活支援課

２　リバースモーゲージについて
リバースモーゲージは、所有権は申込者が単独

で所有している居住用不動産（同居の配偶者とと
もに連帯して資産の貸付を受ける場合は共有
可）、抵当権は設定されていないなどが条件と
なっているが、リバースモーゲージを回避しよう
として所有権の一部を知人、親族に譲渡したり抵
当権を設定されたりする可能性がある。この対処
方法を決めておく必要がある。

対応状況

　生活保護開始時に資産等あらゆる能力を活用す
ることに加え、資産の譲渡等がある場合は届出を
すること、また、保有を認められない資産がある
のに活用又は処分を行わないときは指導・指示を
行い、この指導・指示に従わない場合は、生活保
護を停止又は廃止することがある旨を記載してい
るパンフレットを配布し説明しており、この周知
についてこれまで以上に徹底してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

5 生活支援課

３　被保護者と資産について
(1) 被保護者が本人名義の高額な居住用資産を保
有している案件

固定資産税及び都市計画税は、名寄帳より計算
すると66,400円であり、免除されている。
保護開始時（平成23年）のケース診断会議基準額

は前掲のとおりである。
（ 145,980 ＋ 39,000 ） × 12 × 10 ＝

22,197,600
となっており、保有が認められている。部屋数に
余裕があり、間貸しの検討をするとともに、当時
55歳であったため65歳になったらリバースモー
ゲージの利用を検討するようにとある。

次官通知によると、最低限度の生活維持に活用
されているか、保有することによって生活維持及
び自立の助長になっているかが保有を認める要点
となるが、6年間も保護を受けている。65歳に達す
るまでもなく保有を認めない資産とすべきであ
る。

対応状況

　厚生労働省事務次官通知（昭和36年4月1日　厚
生省発社第123号）、同省社会・援護局長通知（昭
和38年4月1日　社発第246号）それぞれにおいて、
処分価値が利用価値に比べて著しく大きいと認め
られる場合は、保有は認められておらず、最低限
度の生活の維持のために活用させることとなって
おりますが、当該ケースの居住用資産は、処分す
るよりも保有している方が生活維持及び自立の助
長に実効が上がっているものとして、通知におい
てその保有が認められております。
　なお、当該生活保護受給世帯の人員、構成等か
ら判断して部屋数に余裕があると認められる場合
は、間貸し等により資産活用を図るように同通知
にて示されていることから、必要に応じて指導し
てまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

6 生活支援課

所有者が亡父や亡母などとなっている。生活保
護は、その利用し得る資産を最低限度の生活の維
持のために活用することを要件として行われるた
め、資産の保有を明確にしておく必要があり、日
本司法支援センター（法テラス）などを利用さ
せ、所有者を明確にする必要がある。 対応状況

　所有者が生活保護受給者名義となっていない土
地、建物については、関係者による相続手続きが
円滑に行われない案件もあり、対応に苦慮すると
ころではありますが、これまで以上に日本司法支
援センター等の専門家の助言等の協力のもと、速
やかに生活保護受給者に名義変更を行うなど、所
有権を明確にするよう助言及び指導してまいりま
す。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

7 生活支援課

(2) 被保護者が借地に居住用資産を保有している
案件

借地権付きの居住用建物については、リバース
モーゲージの対象にはならず、また、地代は住宅
扶助の対象となる。建物も経年劣化により修繕費
がかかり、市も修繕費の基準は12万円とし、特別
な場合は特別基準として18万円まで認めている。
また、介護が必要な場合は改修費として20万円ま
で認めている。地代や修繕費を考えると、家賃よ
りも高くなる可能性も考えられる。市営住宅など
に引っ越してもらい、居住する建物等を処分する
ことも検討すべきである。

対応状況

　高齢の生活保護受給世帯等が居住する建物で経
年劣化等により住居が著しく狭隘又は劣悪であっ
て、明らかに居住に耐えかねないと認める場合に
おいては、住宅扶助限度額内で公共住宅（市営住
宅・県営住宅等）を含めて新たに居住地を確保し
た場合、厚生労働省社会・援護局保護課長通知
（昭和38年4月1日　社保第34号）により、転居費
用として敷金及び家財道具等の引越し費用の扶助
を行っているところであり、今後ともその必要性
について注意してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

8 生活支援課

(3) 相続手続きをしていない案件
相続手続を進めるように被保護者に口頭で指導

をするだけでは不十分であると思われるので、法
テラスなどを利用して遺産分割協議、相続登記を
進めるべきである。

対応状況

　現在、生活保護受給者に対して、日本司法支援
センター等を利用して、専門家を介して遺産分割
協議及び相続手続き等を進めるように助言及び指
導を行っており、これまで以上にその活用を進め
てまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長



9 生活支援課

(4) 債務を負担している被保護者に保護を開始し
た案件

受給する保護費から消費者金融の債務を返済す
ることになれば問題があるため、法テラスへの相
談を促し、早期に負債の整理を進めるべきであ
る。場合によっては債務整理により過払金を得る
こともあるがその場合には収入認定することにな
る。

また、被保護者に対して面談時に指導をしてい
るのであればその内容をケース記録に記録として
残す必要がある。

さらに、消費者金融の負債がある者に対して保
護開始した場合には、保護開始後も定期的に債務
の状況を把握し保護費を債務の返済に充てられて
いないか確認することが必要である。

対応状況

　現在、生活保護開始前に債務があることが判明
している生活保護受給者に対しては、訪問面接調
査時に日本司法支援センター等の専門家への相談
を通して債務整理を行うよう助言し、その内容等
もケース台帳に記録として残すなどの対応をして
おり、また、消費者金融の負債がある生活保護受
給者については、生活保護開始後の定期訪問時の
聴き取り等において債務状況の把握に努め、保護
費を債務の返済に充てることがないよう指導して
いるところであり、今後とも注意して指導してま
いります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

10 生活支援課

Ⅴ　扶養義務の取扱いについて
１　扶養義務者について

扶養義務者からは、金銭的援助は可能か、精神
的支援は可能か、緊急時対応可能かについて返答
を得ている。しかしながら、ほとんどの場合は金
銭的援助不可となっている。被保護者の被相続人
（例えば父、母等）の財産については資産の状況
を記載させているが根拠となる名寄帳などが添付
されていないので十分とは言えない。相続が発生
し、被保護者が相続人となる場合、法第63条の費
用の返還にもあるように相続財産は市に返還させ
られる。したがって、相続人間では要保護者に財
産を相続させないことも考えられる。このため、
扶養義務者、特に推定相続人に知らせておく必要
がある。法第63条の債権のうち、相続を原因とす
るものは概ね法定相続割合を相続しているものと
思われるが、ケースワーカーは、相続税法の知識
を身に付ける必要がある。

対応状況

　職場内研修の一環として専門家を講師に招き、
相続についての研修会を開催することにより、一
般的な知識の習得に努めました。
　今後においても、各種研修会等の開催を通し
て、相続等を含めた生活保護業務全般の知識及び
制度の理解を深めてまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

11 生活支援課

Ⅵ　生活保護費の費用返還及び費用徴収について
１　法第63 条に基づく費用返還の取扱いについて

上記費目すべてについて自立更生の費用と言え
るかは社会通念上疑問である。恣意性が介入しな
いように「自立更生」について具体的に定義付け
をしておく必要がある。

対応状況

　厚生労働省社会・援護局保護課長通知（昭和38
年4月1日　社保第34号）において、生活保護受給
者の自立更生のための用途に供される額の認定基
準については、当該金銭支給の趣旨、当該世帯の
自立の可能性を考える時に収入として認定するよ
りも、自立更生計画にあてさせるべく収入認定除
外した方が、当該世帯の自立の目的に沿う考え方
のもと、返還額からの控除の項目が示されており
ますが、今後は具体的な定義付けについて、他市
の状況も調査しながら検討してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長



12 生活支援課

２　法第78 条に基づく費用徴収決定について
(3) 法第78 条の２による費用徴収について（保護
金品等との調整）

納付書等により返還を求める場合には上限額を
設けていないので、保護金品と調整する場合も上
限を設ける必要はないと思われる。

措置
（完了）

　法第78条の２第1項に基づく保護金品と調整する
金額の上限額については、厚生労働省社会・援護
局保護課長通知（平成24年7月23日　社援保発0723
第1号）において、生活保護受給世帯の世帯主等に
当該世帯の家計の合理的な運営が委ねられている
ことから、単身世帯であれば、5,000円程度、複数
世帯であれば1万円程度を上限の目安とし、加算の
計上されている世帯の加算額相当分、就労収入の
ある世帯の就労収入に係る控除額相当分を、上限
額の目安に加えて差し支えないことが示されてお
ります。
　なお、上限額の目安につきましては、地方分権
改革に関する提案制度にて、本市が中心になり、
保護金品等の調整時における上限額の弾力的運用
を内閣府に提案し、生活保護の実施機関が生計状
況等について個別に把握した上で、生活の維持に
支障がないと判断できる場合には、本人同意のも
と保護金品と調整する金額に関して柔軟な対応が
可能となるよう制度改正され、平成30年9月28日付
けで通知されたところであります。

　平成31年３月27日措置通知　市長

13 生活支援課

(4) 生活保護に関する不正事案への対応について
郡山市は告訴等をしていない。その理由とし

て、告訴する場合膨大な資料作成を必要とし、時
間的余裕がない、ケースワーカーとして支援して
きた被保護者を告訴することに違和感がある、刑
務所に入所しても出所後対応が必要となる。

しかし、このままでは不正を見逃してしまうこ
とになり、生活困窮者だからと言って不正を行っ
ていいものではない。ケースワーカーの時間的余
裕がない、支援してきた者を告訴するという心情
面を考えると、告訴するチームを作っておく必要
がある。

対応状況

　生活保護に関する不正事案については、厚生労
働省社会・援護局保護課長通知（平成18年3月30日
社援保発第0330001号）において、生活保護制度全
体への国民の信頼を損なうことにも繋がりかね
ず、特に悪質なケースについては、厳正な対応が
必要であることが示されております。
　告訴等の措置をとるかどうかは、その社会的影
響も考慮することが必要であるため、個別事案に
応じてその必要性がある場合は、関係部局間の連
携を図るとともに福祉事務所長を筆頭とするケー
ス診断会議を開催して決定してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

14 生活支援課

３　第63 条による返還一覧表
法第63条の債権は、法第78条にする債権のよう

に保護金品と相殺して返還する規定がないため保
護金品は支給し、法第63条の債権は納付書により
支払ってもらっている。金額が小さい場合は、相
殺したほうが事務費の削減になる。相殺できるよ
うな制度ができるようにしたほうがよいと思われ
る。

措置
（完了）

　急迫の場合等において資力があるにもかかわら
ず生活保護を受給した場合、生活保護法第63条に
基づき受けた保護費の範囲で返還することになっ
ております。
　今までは返還額と保護費との調整を行う規定が
存在しなかったことから、生活保護受給者が金融
機関への窓口納付を行う手間や、振り込み忘れ等
が生じておりましたが、平成28年度の内閣府の地
方分権改革に関する提案制度により生活保護法第
78条の2が改正され、平成30年10月1日以降に支払
われた保護費については、保護金品の一部を徴収
金に充てる旨を申し出た場合で、当該生活保護受
給者の生活維持に支障がないと認められた場合に
は、徴収金を徴収することができることとなりま
した。

　平成31年３月27日措置通知　市長



15 生活支援課

(1) 年金及び過年度年金の遡及分
年金の過年度遡及分については、金額も大きく

なり保護開始前に調査すべきものと思われるが、
保護期間中に年金過年度遡及分が判明したとき
は、市が代理受領できる制度の創設が望まれる。

保護を開始する場合や年金等の変更がある場合
は、生活困窮者の不安定な心理状況を考慮し、要
保護者や被保護者と年金事務所や国民年金担当課
に同行して年金の情報を確認し、過年度年金遡及
分があるならばその場で手続をさせ、金額によっ
ては社会福祉法人郡山市社会福祉協議会の緊急小
口資金の融資を紹介し、間に合うようなら保護を
開始すべきではない。法第63条債権は、資産はあ
るが換金できない資産なので保護をしておいて、
換金できたときに保護費を返還してもらう制度で
ある。過年度年金遡及分を確認しない保護の開始
は本趣旨に反する。

対応状況

　年金遡及分の代理受領については、国において
支給要件が定められているため実施が困難であ
り、また、年金事務所等への同行や社会福祉協議
会の緊急小口資金の融資の紹介については、必要
に応じて行っているところでありますが、今後と
も注意してまいります。
　なお、生活保護の開始は、生活保護法第25条の
規定により「急迫した状況にあるときは、すみや
かに保護を開始しなければならない。」とされて
おり、また、同法第63条の規定により「急迫の場
合等において資力があるにもかかわらず、保護を
受けたときは、その受けた保護金品を返還しなけ
ればならない。」と定められております。
　年金の過年度遡及分の確認については、十分注
意してまいりますが、以上の理由から事案によっ
ては、生活保護開始後に確認せざるを得ないこと
もあり得る制度となっております。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

16 生活支援課

年金受給権の時効（５年）、被保護者が遡及年
金を請求する前に死亡した場合などを考えると、
年金収入を漏れなく把握する手段を検討する必要
がある。

年金事務所に要保護者とケースワーカーが同行
し、年金支給日、年金額、過年度遡及金などを把
握する必要がある。 措置

（完了）

　生活保護の開始申請に係る調査においては、日
本年金機構中央年金センターへ文書による照会・
回答の方法により実施しておりますが、令和元年
12月から、行政手続きにおける特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律第19条第７
号の規定に基づく情報照会端末により、日本年金
機構に対し、随時、年金情報照会が可能となりま
したので、これにより受給状況を把握しておりま
す。

　令和２年12月25日措置通知　市長

17 生活支援課

(2) 保有が認められない自動車の売却収入
公共交通機関があっても利用者も少なく運行回

数が少なかったりする。処分金額も小さく就労を
条件としないで125㏄以下のオートバイ及び原動機
付自転車と同様の就労を条件としない扱いとすべ
きと思われる。

対応状況

　自動車の保有につきましては、平成21年３月31
日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡
において、「生活用品としての自動車は、単に日
常生活の便利に用いられるのみであるならば、地
域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を
認める段階には至っていない。」と法定受託事務
についての技術的助言がなされ、昭和38年４月１
日付け社保第34号厚生省社会局保護課長通知にお
いて、事業用品として自動車、通勤用自動車及び
通院用自動車で、かつ、公共交通機関の利用が著
しく困難である等一定の要件に該当する場合は、
保有を認めて差し支えないと処理基準が示されて
います。
　令和４年９月に、中核市61市に対し生活保護受
給者が保有する自動車の容認状況について照会を
行いましたが、保護課長通知で示された理由以外
で保有を容認している自動車はありませんでし
た。
　以上のことから、最低生活維持のため活用され
ていることのほか、通勤や通院等を条件としない
125㏄以下のオートバイ及び原動機付自転車と同様
の取扱いはできませんが、生活保護受給者の生活
実態を十分に把握し、通勤や通院等要件を満たす
自動車については、保有を容認する取扱いをして
まいります。

　令和５年１月24日対応状況報告　市長

18 生活支援課

(3) 相続財産等の収入
ケース記録票によれば、長男が交通事故で死亡

し、独身であることが分かっているので保険金の
入金が予想され、長男の財産は母が相続すること
も分かっているので、早い段階で保護の廃止が可
能であったと思われる。

対応状況

　当該生活保護受給者はこれまで親族等の扶養義
務者とは交流が少なく、交通事故により長男が死
亡した事実を知らされていない状況を考慮する
と、交通事故による賠償金収入の予見は難しく、
また、亡母の相続財産の存在については、亡母の
成年後見人から報告を受けて始めてその事実を
知ったために、早い段階での予見は困難な状況で
あり、より早い保護の廃止は難しい状況でありま
したが、相続に関する状況の把握については、こ
れまで以上に注意してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長



19 生活支援課

(5) その他の事例
②　息子が強奪案件

本件は、世帯主は市へ返金する意思はあった
が、世帯の一員である長男が世帯主の通帳を強奪
したため返金が不能となった。世帯主と連絡を密
にし、入金直後に市へ返金してもらえば防げる案
件であった。

すなわち、平成27年11月、12月及び1月に世帯に
入金があったが、それを市へ申告したのは平成28
年2月及び3月であった。その間2か月程度間隔があ
り、その間に世帯主の息子が世帯主から通帳を強
奪した。

世帯主の長男が強奪する前に、預金を確保する
こと、例えば、入金日に世帯主と同行して銀行に
向かう等、対応できることがあったと考えられ
る。

対応状況

　当該生活保護受給世帯の生活保護法第63条に基
づく費用返還の取扱いについては、児童扶養手当
や年金の遡及入金分が通帳等で即日現金化できる
状態にあったことから、世帯主と入金情報を密に
連絡を取り合い、速やかに返還処理を進める必要
がありました。
　このことから、生活保護受給世帯に対し、収入
についての変動があった場合は、速やかに当方に
その旨を届け出る必要性について周知徹底を行う
とともに、生活保護受給世帯の入金情報の把握に
努め、担当職員が金融機関へ同行するなど、適
時・適切に対応してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

20 生活支援課

④　保有が認められない資産が農地である事例
活用できる資産（保有が認められないので処分

して今までの保護費に充当）は、土地、建物は具
体的に地目や所在地、面積を表記すべきである。
また、保有を認める資産については記載されてい
ないが、記載したほうが良いと思われる。ただ
し、保有を認める資産についても保護が長期化
し、高齢となった場合においては活用できる資産
とする場合がある旨も併せて記載したほうがよい
と思われる。

対応状況

　今後においては、活用できる資産を生活保護受
給者に通知する場合には、生活保護法第63条の適
用通知書により、土地及び建物の地目・所在地・
面積を表記すると共に、保有を認める資産につき
ましは、生活保護開始決定に伴う初回の保護費支
給時に、生活保護受給者に対し保有を認める説明
を行うよう徹底してまいります。
　また、生活保護受給者が65歳以上の高齢となっ
た場合は、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
制度（リバースモゲージ）が該当する可能性もあ
ることから、概要及び制度利用の可否について、
説明することについても徹底してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

21 生活支援課

法第4条は、「その利用し得る資産、能力その他
あらゆるもの」と言い、法第63条はこれを「資
力」と言っている。生活保護法第63条の適用に係
る通知（様式例1）は「活用できる資産及び資力か
ら収入を得る」と言っているので、言葉に食い違
いがあるように思われる。

また、相続財産は資産と思われるが法第63条の
債権とみているので、「その他あらゆるもの」に
なっている。交通事故の賠償金については、「そ
の他あらゆるもの」になっているが、これらは法
第63条の適用になることを明記しておくべきであ
る。

対応状況

　様式例１の内容である「資産」を「資力」と訂
正し周知しました。
　生活保護法第63条の通知発送の際には、根拠条
文を記載しており、交通事故の賠償金等のその他
の詳細な事柄については、パンフレットにより説
明しているところであります。交通事故の賠償金
も含めて生活保護法第63条に該当する項目記載を
通知文に加えることは、スペースの関係もあるこ
とから、現在のパンフレットで説明する方法で
行ってまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

22 生活支援課

４　法第78 条による徴収一覧表
勤労を促進する制度と考えられるが、基礎控除

は法第78条による徴収にも適用すべきである。所
得税の世界でも、給与所得控除が認められ、この
控除は勤労者の概算経費である。

さらに、次官通知、局長通知によれば、未成年
者（20歳未満の者をいう。）については、その者
の収入から月額11,400円控除することとされてい
る。

また、新規就労控除も月額11,260円控除するこ
とになっている。これらの控除も法第78条による
徴収には適用されない。これらの控除について、
法第78条による徴収にも認めるべきではないかと
思われる。

対応状況

　厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「生
活保護問答集について」（平成21年3月31日付け）
において、「保護の実施要領に定める収入認定の
規定は、収入状況について適性に届出が行われた
ことを前提として適用されるものである。した
がって意図的に事実を隠蔽し、収入の届出を行わ
ず不正に保護を受給した者に対しては、各種控除
を適用することは適当ではなく、必要最小限の実
費を除き、全て徴収の対象とすべきである。」こ
とが示され、現時点ではこの事務連絡に基づき事
務処理を行っております。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長



23

24 生活支援課

(2) 年金収入の確認手段について
１年に１回の課税調査で不正受給を把握してい

るが、早期に発見するため定期訪問時に通帳を確
認することを検討すべきである。

年金事務所との連携、予め年金受給権の発生時
期を漏れなく把握しておき再確認することなどが
考えられる。

不正受給に気付くのが遅れた場合、既に消費さ
れ一括返済が困難という状況に陥ることが懸念さ
れる。

生活保護受給者については、年金事務所に生活
保護受給中である旨登録して、支給開始時に速や
かに報告を受けるなど年金受給権の把握方法を検
討することが必要と考える。

措置
（完了）

　生活保護受給者の収入状況については、課税調
査のほか、定期訪問時において、適宜、通帳等を
確認し、収入未申告による生活保護費の不正受給
の防止に努めておりますが、年金収入について
は、令和元年12月から、行政手続きにおける特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第19条第７号の規定に基づく情報照会端末によ
り、日本年金機構に対し、随時、年金情報照会が
可能となりましたので、これにより収入状況の把
握を行っております。

　令和２年12月25日措置通知　市長

生活支援課

(1) 年金不正受給案件
　未申告であった個人年金収入は、平成27年12月
までの収入4,460,003円、繰上支給された個人年金
収入は平成28年4月18日収入の6,745,652円であ
る。対象となる保護費は8,026,784円及び289,454
円である。4,749,457円を法第78条債権としている
が、289,454円は法第63条債権である。個人年金繰
上給付6,745,652円は本人の収入として保護廃止と
なっている。
　一方、繰上給付分は本人の収入として保護廃止
となっているが、父親が支払ったものであり、父
親の収入とも考えられる。法第77条（費用等の徴
収）を適用し、父親は扶養の義務を履行できると
し、協議して返還額を決めることとすべきであっ
た。

対応状況

　当方へ未申告であった個人年金収入額について
は、世帯主と父の収入を区別する必要がある「未
申告であった個人年金収入」と、全額世帯主の収
入である「遡及支給分の個人年金収入」に分けて
費用徴収額を精査し、未申告の状態が長期間続く
など悪質性が高いことなどから、全額生活保護法
第78条を適用したものであります。
　「未申告であった個人年金収入」についての年
金収入額は、時効により遡及対応可能な平成23年7
月から平成27年12月までの4,460,003円、返還対象
となる保護費は平成23年7月から平成28年1月まで
の8,026,784円であり、年金収入額が返還対象とな
る保護費を下回っているため、収入の全額である
4,460,003円を生活保護法第78条の費用徴収額とし
たものであります。
　また、「遡及支給分の個人年金収入」について
の年金収入額は、本人が平成28年１月18日に受領
した6,745,652円、返還対象となる保護費は平成28
年2月から平成28年3月までの289,454円であり、年
金収入額が返還対象となる保護費を上回っている
ため、返還対象となる保護費全額にあたる289,454
円を生活保護法第78条の費用徴収額としたもので
あります。
　父に対して法第77条の費用徴収を求めるかにつ
いては、父への聞き取りの中で確認した、父の資
産及び収入状況等から、父による扶養義務の履行
が困難であると判断し、個別の検討は行わなかっ
たものであります。
　今後、同様のケースが発生した場合で、生活保
護受給者に対して扶養の義務を履行しなければな
らない者があるときは、生活保護法第77条の規定
適用を検討する等、適切な対応に努めてまいりま
す。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長



25

26 生活支援課

(4) 相続財産未申告及び費消案件
郡山市福祉事務所では保護開始時点（平成28年

２月５日）で亡母の遺産として預貯金420万円の存
在を認識していた。しかし、同年６月に妹の相続
放棄により遺産相続した直後の８月に本人が来所
し、当該遺産をほとんど費消してしまったとの申
し出があった。生活保護制度の枠組みではこのよ
うな費消行為を防止することは難しいと思われ
る。また、費消の事実については、競馬等により
使用したという本人の供述のみであり信憑性に乏
しいものであるが、生活保護制度の枠組みでは強
制的な調査が出来ない。

法第78条の適用にかかるケース診断会議では、
①法第78条の適用及び徴収金の確定について、②
徴収方法についての検討はなされているが、保護
の停止又は廃止、100分の40を乗じた額の徴収につ
いての検討がなされた形跡はなかった。

不正受給を行い自らの遊興費に費消しながら、
なんらのペナルティもないことは問題であると思
われる。法第85条による罰則規定を適用し、告訴
することも検討すべきである。

対応状況

　生活保護法第85条の罰則規定の適用について
は、不実の申請その他不正な手段により保護を受
けた場合や偽りその他不正な手段により就労自立
給付金の支給を受けた場合が規定していることか
ら、今回のケースの罰則規定の適用は考えており
ません。
　また、告訴の検討については、厚生労働省社
会・援護局保護課長通知（平成26年4月1日　社援
保発0401第1号）より生活保護法第85条の構成要件
である「①不実の申請その他不正な手段を用いた
こと　②、①によって保護を受け、または、他人
をして保護を受けさせたこと　③本条に該当する
行為について刑法に正条がないこと」となってお
り、必要に応じて当該条文の適用を検討すること
になっております。
　本ケースにおいては、平成28年8月に生活保護受
給者が来所し、亡母の遺産として自ら預貯金の収
入申告、費消した使途の明細等の提出等、収入実
態調査におきまして当方への協力姿勢が見られた
ことから、規定の構成要件該当性や悪質性等を踏
まえて組織的に判断し、告訴を見送ったものであ
りますが、結果として適切な納付に結びつかな
かったことから、今後、同様の事案が生じないよ
う、相続財産等について適時・適切に確認してま
いります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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(3) 不正受給の常習者への対応について
　計６回の不正受給は悪質であり、法第78条の
40％以下の金額上乗せを検討すべきである。
　また、法的手続（告訴）も検討すべきであり、
悪質な不正受給の常習犯に対しては法律に則った
対応をすべきである。
　なお、問答集13-23によれば、未償還残
2,968,009円は、勤労収入の基礎控除は不正受給の
ため適用されない。

対応状況

　徴収金への加算については、厚生労働省社会・
援護局保護課長通知（平成24年7月23日　社援保発
0723第1号）において、「①収入申告書等の提出書
類に意図的に虚偽の記載をする、又は偽造、改ざ
んするなど不正が悪質、巧妙であるとき　②過去
に保護費の不正受給を繰り返し行い、必要な調査
に協力しないなどの状況があるとき　③不正受給
期間が長期にわたるものであるとき、または、不
正の事実発覚後、事実確認に協力的であることや
不正に受給した金銭の返還に積極的に応じる意向
を示すことも合わせて考慮すること」と示されて
おり、今回のケースにおいては、生活保護受給者
より自ら収入等の申告書の申出があり、当方の調
査に協力的で不正受給期間も短期間であったこと
などから判断し、徴収金に100分の40を乗じて得た
額以下の金額の加算の適用には至りませんでした
が、今後、通知に基づき徴収金への加算が必要な
場合は、適切に対応してまいります。
　不正事案に対して告訴等については、厚生労働
省社会・援護局保護課長通知（平成26年4月1日
社援保発0401第1号）により生活保護法第85条の構
成要件である「①不実の申請その他不正な手段を
用いたこと　②、①によって保護を受け、また
は、他人をして保護を受けさせたこと　③本条に
該当する行為について刑法に正条がないことと
なっており、必要に応じて当該条文の適用を検討
すること」と示されており、今回のケースにおい
て、その構成要件該当性や悪質性等を踏まえて組
織的に判断し、告訴を見送ったものであります
が、今後、通知に基づき適切に対応してまいりま
す。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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法第63条によると「被保護者が急迫の場合等に
おいて資力があるにもかかわらず保護を受けたと
きは」とあるが、この資力は早急に換金化できな
い資力であり、母が死亡し母の預金があるのがわ
かっている場合、相続は死亡によって開始され、
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属し
た一切の権利義務を承継するとなっており、母の
預金は相続人のものである。
　保護の開始の要件に合致していない。

さらに、病気で入院、手術することが決まって
いるので、国民健康保険や高額医療制度を利用す
れば本人の負担も少なく済む。

相続人に妹がいたため遺産分割ができず換金で
きなかったが、妹と遺産分割をし、資産がなく
なってから保護申請する措置をとることを検討す
べきであった。

対応状況

　本ケースでの生活保護申請に伴う実態調査にお
いて、亡母の遺産として預貯金の存在及び申請者
本人の外にもう１人の相続人である妹の存在を確
認しておりましたが、妹と連絡がとれないため
に、戸籍の追跡調査を実施し、調査にて判明した
妹の住所地へ連絡書を送付いたしました。
　また、亡母の通帳と印鑑を所持している従兄弟
（亡母の葬儀も従兄弟が喪主となり執行）におい
ても妹の所在については認識しておらず、従兄弟
より司法書士に依頼して相続手続を進めるとの話
がありました。
　このことにより生活保護の開始申請に係る調査
において、亡母の預金を換金化する方法がなく、
一切の収入がないことなどから生活保護の開始決
定となったものでありますが、今後、相続人等の
関係者への連絡等について留意してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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５　保護の停止及び廃止について
資産及び収入の状況の虚偽の報告をした場合

は、保護の変更、停止若しくは廃止をすることが
できるとされている。

法第78条の費用の徴収の中には、保護の停止、
廃止を検討すべき案件もある。保護の停止、廃止
の基準を作り、虚偽報告または収入の不正使用を
予防すべきである。

対応状況

　生活保護受給者は、収入、支出その他生計の状
況について変動があったときは、その旨を届け出
ることになっており、届け出ない場合は、生活保
護法第27条により「生活保護受給者に対して、生
活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指
導又は指示をすることができる」ことから、資産
及び収入について虚偽の報告をした場合には、
ケース診断会議を通して指導及び指示を行い不正
受給の防止に努めております。
　また、厚生労働省社会・援護局長通知（昭和38
年4月1日　社発第246号）に示されております13項
目により生活保護受給者が指導指示に従わなかっ
たときは、必要に応じて所定の手続きを経たうえ
当該生活保護受給世帯に対する保護の停止、廃止
を行っているところであり、今後もこの通知に基
づき事務を執行してまいります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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Ⅶ 医療扶助について
３　重複受診・頻回受診

郡山市では、他法・他施策の医療制度適用の可
否について、保健師が指定医療機関より提出され
た医療要否意見書の内容を嘱託医の審査前の時点
で確認しており、レセプト審査担当嘱託職員がレ
セプトチェックの時点で確認している。また、重
複受診・頻回受診についてはレセプト審査担当嘱
託職員がレセプトチェックの時点で確認してい
る。しかしながら現在の郡山市の福祉事務所の体
制では保健師及びレセプト審査担当嘱託職員が１
人ずつであり後任者もおらず、ノウハウの承継体
制が整備されていない。

よって、担当者の更なる補充や後任者の育成に
より複数体制としてチェック体制の継続性を担保
するべきである。

対応状況

　医療扶助における他法・他施策の医療制度適用
の可否及び重複受診・頻回受診については、現
在、保健師による医療要否意見書の審査及びレセ
プト審査担当嘱託職員によるレセプト審査に加
え、厚生労働省社会・援護局保護課長通知（平成
27年3月31日　社援保発第0331第16号）にある｢電
子レセプトシステム活用によるレセプト点検｣を医
療扶助担当者が行うことでチェック体制を強化し
たところであります。
　また、今年度においては、レセプト審査につい
ては、ノウハウ継承を目的に後任者の育成のた
め、二人体制で業務を実施しているところであり
ます。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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６　医療費の高額化
郡山市の福祉事務所には、医療要否意見書が送

付されているが、治療を行う医者の判断を尊重し
なければならないとも思われるものの、高額な医
療費が続くということは、手術などの高度な医療
行為が続くことであり、被保護者も単身世帯や扶
養を放棄された者もいると思われるので、嘱託
医、保健師を交えた被保護者の体力を考えた医療
要否意見書の検討会議があるべきである。場合に
よっては、嘱託医を交えた指定医療機関に対する
個別指導の対象とすることも検討すべきである。

対応状況

　生活保護法の医療扶助における指定医療機関の
診療方針及び診療報酬については、国民健康保険
の診療方針及び診療報酬の例に沿い、その趣旨に
逸脱していないかについては、保健師、レセプト
審査嘱託職員及び医療担当職員が医療要否意見書
等を審査しており、また、医科一般及び精神科に
おける計４名の嘱託医が医学的観点も含めて医療
要否意見書及びレセプトを審査し、適宜担当ケー
スワーカー等に対して必要な助言指導を行ってお
ります。
　なお、毎年、社会保険診療報酬支払基金から生
活保護者に係る医療機関別統計資料の提供があ
り、当該資料中に｢生活保護受給者以外の請求点数
に比べて生活保護受給者のレセプト１件当たりの
点数が高い医療機関等一覧表｣の提供があることか
ら、これまで以上に、当該名簿をもとに、｢生活保
護者に対し過剰な医療が提供されていないか｣を確
認し、適宜、嘱託医とともに個別指導を行ってま
いります。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長

31 生活支援課

医療費の高額化に関しては、生活習慣病の重症
化予防等による健康管理支援を通じ、健康状態の
維持・改善により医療費の軽減化を図ることを目
的とし、毎年郡山市が行っている特定健診の受診
促進を図るため、対象者である40歳以上の生活保
護受給者に通知文を送付している。受診した特定
健診の判定結果が要指導となっている対象者のう
ち、保健師が特に指導が必要な者を選定し、血
圧、体重及び腹囲の測定並びに栄養、運動及び生
活全般の保健指導を行い、次年度の健診結果にお
いて検査値が改善しているか確認していくサイク
ルを平成27年度から確立している。しかしなが
ら、現在の郡山市の福祉事務所の体制では保健師
が１名となっているため、要指導対象者における
保健指導対象者の件数を上げるために、市役所内
の他部門に在籍する保健師の配置転換や新規採用
により最低でも保健師３人体制を目指すべきであ
る。

また、ケースワーカーが生活保護受給者宅へ訪
問した際には、国と郡山市が負担している医療費
の金額についての認識を持ってもらい、必要かつ
適切な受診が行われるように助言・指導を徹底す
べきである。

対応状況

　厚生労働省は生活保護法を見直し、新たに「健
康管理支援事業」を創設し、平成33年1月から施行
されることとなり、各福祉事務所では対象者に生
活習慣の指導・必要な医療受診勧奨をしていくこ
とが定められたところであります。
　本市では平成27年度より保健師１名を配置し、
生活習慣の指導・必要な医療受診勧奨を行ってま
いりましたが、健診受診者及び要指導対象者の増
加や国の動向にも対応するため、保健師の増員に
ついても課題との一つと考えております。
　また、自身に要している医療費への認識が乏し
い被保護者については、本人の毎月のレセプト請
求額や後発医薬品使用原則化通知等をもとに、医
療費の金額について正しい認識を持ってもらうよ
う助言・指導を行っております。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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７　往診の妥当性
あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの医療扶

助について、ほとんどの場合に往療料が施術料よ
りも高額となっている。そもそも往診を必要とす
るケースかどうか、もっと近隣の指定医療機関の
利用が可能ではないかどうかの検証が必要であ
る。

対応状況

　生活保護におけるあん摩・マッサージ及びは
り・きゅう等の施術は、医療扶助の一環として治
療上不可欠であるものに対してのみ給付対象とな
りますが、施術の給付要否意見書にて必ず医師の
同意及び意見を得ており、さらに、往診の必要性
については、施術の給付要否意見書中に｢歩行困難
な状況や理由｣等を医師に記載させ、嘱託医審査を
受けているところであります。
　また、近隣の指定施術機関利用について、医療
扶助運営要領においては、指定施術機関は被保護
者の申請に基づき、被保護者の希望を聴取の上、
福祉事務所が選定することとなっていることか
ら、被保護者の希望及び往療の必要性について十
分審査し、適宜、嘱託医と協議しながら、より近
隣の施術機関で対応が可能な場合は治療を行う指
定施術機関の変更等について対応してまいりま
す。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長
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Ⅸ 出産扶助について
３　結果
　上記３つのケースではそれぞれ自己負担が発生
しているが、ケース３にあっては通常分娩にもか
かわらず７万円の自己負担が発生している。各
ケースで条件はそれぞれ異なるかと思うが、生活
保護者に対して出産時に10万円近くの負担を強い
ることがはたして生活保護法の趣旨に沿うものか
どうか疑問が残る。生活保護法が保護者の出産を
前提としていないのか、出産扶助算定基準が現状
に合っていないのか、又は高額な報酬を請求する
医療機関を選定しているのか等今後の検討課題で
ある。
　健康保険に加入している人は、健康保険が効か
ない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担
を軽減するための制度である出産育児一時金とし
て、健康保険組合等から42万円を受け取ることが
できる。この制度と比較しても、現状の生活保護
者の出産に関する負担は大きいと考えられ、自己
負担を極力無くす方向で検討すべきであると思わ
れる。

対応状況

　生活保護者の場合、国民健康保険に加入してい
ないため、出産育児一時金42万円の給付はありま
せんが、出産扶助基準額及び入院料等を扶助する
ことで出産費用に対応することとなっており、本
市においては、病院の一般病棟に６日間入院した
場合の入院費等を含めた出産扶助額は553,650円
（平成28年度）であり、平成28年度の正常分娩
（病院）における全国の平均的な出産費用（公益
社団法人国民健康保険中央会統計資料）が511,652
円となっていることから、生活保護者であれば自
己負担は発生しないものの、国民健康保険加入者
であれば91,652円の自己負担が発生することと
なっております。
　その一方で、今回のケース３のように通常分娩
の場合は、各医療機関で自由に診療報酬を設定す
ることが可能であり、全ての医療機関に対応でき
るような出産扶助基準に至っていない現状におい
ては、受診した医療機関によっては生活保護者で
あっても自己負担が生じることがあります。
　なお、ケース３における自己負担額の内訳は、
出産扶助基準額50,840円、入院料13,300円、衛生
材料費6,072円であり、最も自己負担額が大きいの
は出産扶助基準額となっておりますが、厚生労働
省は平成29年度より出産扶助基準額を増額改定し
ており、平成30年度においては平成28年度と比較
し、扶助額が37,000円増額されている状況です。
　また、生活保護受給者においては、妊娠初期か
ら出産後までで最長18ヶ月間、月額平均９千円程
度の妊産婦加算が認定され、その他新生児のため
の被服費が出産時に給付されるなど、出産に要す
る費用負担の軽減が図られているところでありま
す。

　平成31年３月27日対応状況報告　市長


