
２重高監第４号 

 

監  査  公  表 

 

平成29年度包括外部監査の結果に基づき，又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の

通知が高知市長からあったので，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定

により，次のとおり公表する。 
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平成29年度包括外部監査の指摘事項等に対する措置等の状況は，下記のとおりである。 

 

記 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

④ 合規性判断 

相談受付票に設けられた「不受理」の欄

は，「申請を受理しない」という方法によ

り申請そのものを封じる，いわゆる「水際

作戦」を連想させます。 

「不受理」として表記すると，実際には

「不受理」の運用がなされているのではな

いか，として「保護の申請権を侵害してい

ると疑われ」る懸念があります。 

また，相談の現場でも相談受付票に「不

受理」の欄があると，「不受理」の運用に

心が傾きかねないのではないか，と懸念し

ます。 

このことは，「高知市生活保護事務の手

引き」（以下「市手引き」と略称しま

す。）の抜粋と併せて考えると，是正され

るべきです（合規性の観点からする指

摘）。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

④ 合規性判断 

 平成30年８月に，相談受付票中の「不受

理」の記載を「未受理」に改めました。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

④ 合規性判断 

「生活保護申請に対する開始事務の流

れ」において，明確に「申請の受理・不受

理の決定をする必要があります」，「申請

者（世帯）の受理・不受理を決定するた

め」，と書かれています。 

この手引きはケースワーカーや面接相談

員のマニュアルです。マニュアルにも明確 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

④ 合規性判断 

「高知市生活保護事務の手引き」内の，

「申請不受理」の文言を用いた従前の記載

「保護申請の意思がある場合には，保護の

相談を行い申請の受理・不受理の決定を

する」を，「保護の相談を行った上で，

上記の者に保護申請の意思がある場合に

は，申請の受理を行う」と改めました。 



に「申請不受理」の記載があり，相談受付

票にも「不受理」の欄が設けられている

と，面接相談員の心理に「不受理」運用が

よぎらないとも限りません。 

この手引きの記載自体も是正されるべき

です（合規性の観点からする指摘）。 

 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

⑤ ３Ｅ判断 

相談受付票は，相談の日ごとに取りまと

め，これを小さな輪ゴムでくくられている

ため，１日の相談件数が少ない場合，相

談受付票の束が反り返ってしまいます。

その中の一部を抜き出そうとすると若干手

間がかかります。 

また，相談受付票に資料がホッチキスで留

められている場合，ホッチキスの留め方が

不統一であるため，ホッチキスをいったん

外さないと相談受付票と資料を閲覧できな

い，というケースがありました。 

相談受付票を資料とともに保管する意味

は，前にお話しした通り，後日同一相談者

が再相談に来られた際に，以前の相談の状

況を参照することにある，とされていま

す。 

望ましい保管方法は，相談受付票と資料

とにパンチで穴をあけ，これをファイリン

グし，年月日ごとにインデックスをつけ

る，ホッチキスを使用する場合は留め方を

統一する，ということになると思います

（３Ｅの観点からする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑴ 相談受付（福祉管理課） 

⑤ ３Ｅ判断 

平成30年８月から，平成30年１月以降の

相談受付票について，パンチ穴を施し，ホ

チキス止めの向きを統一した上で，月ごと

に所定のファイルへ日付順に保管するよう

改めました。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・ 

３Ｅ 

ア 相談状況の傍聴 

(ウ) 事例・事実㋒（安全配慮） 

相談スペースが狭く，相談者との

距離も近い上に，防犯ブザー等もな

いこと，トラブル対応マニュアルも

ないこと，これらは生活保護法及び

関連法規，通達等に直接抵触するも

のではありませんが，相談担当者の

生命，身体が害されたとき，実施機

関としては安全配慮義務という法律

上の責任を問われることになりま

す。相談担当者の安全確保のための

ハード，ソフトの整備がなされるべ

きです（合規性の観点からする指

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・ 

３Ｅ 

ア 相談状況の傍聴 

(ウ) 事例・事実㋒（安全配慮） 

    相談担当者の安全確保のため，職

員から相談室の状況が視認できるよ

う，平成30年８月に相談内容の機密

性や相談者のプライバシーを損わな

い範囲で，不要なパーテーション

やアコーディオンカーテンを取り外

しました。 

    併せて，各ブースの相談担当者の

デスク脇に，防犯ブザーを設置いた

しました。 

    相談者が不審な言動をする（恐れ

のある）場合は，暴力行為等対策員



摘）。 や相談担当職員が立ち会う（同席す

る）こととし，また対策員等不在の

場合は，総務課行政暴力対策室から

の応援を受ける体制を構築しまし

た。 

    新庁舎への移転後，相談ブースは

福祉三課の執務スペースの西側に

10室設け，各ブースには，来庁者側

及び職員側の２方面からの入室が可

能となっており，職員側の入口には

ドアを取り付けず，周囲の職員が中

の様子を常時覗うことができるよう

整備しております。各ブースに警

告灯のスイッチを福祉三課の全職員

が視認可能な位置に設置し，面談中

に相談員等が身の危険を感じた際に

は，当該スイッチを押すことにより

警告灯が点灯し，非常事態を察知し

た職員が直ちに救援に向かえるよ

う，体制を構築しております。 

     また，暴力行為等対策員等の立ち

会い（同席）や，総務課行政暴力対

策室による応援体制については，新

庁舎への移転後も継続して実施して

おります。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(イ) 事例・事実㋑（実施責任－現在地 

保護） 

相談者の居住先の認定過程がこれ

で十分と言えるか，「説得」の経

過が適切であったかどうか，若干

疑問が残ります。現在地保護を適用

する余地はなかったのでしょうか。 

今後同種事案に対応する場合に

は，「相談者の意に反して他の自治

体への移動を勧め」たとの評価を受

けないよう留意されることを望みま

す（合規性の観点からする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(イ) 事例・事実㋑（実施責任－現在地 

保護） 

    相談者の居住地の認定に当たって

は，法令及び施行通知に即して慎重

に判断の上，相談者に対して適切な

説明を心がけ，相談者の意に反して

他自治体への移動を勧めたとの誤解

を生じさせることのないよう，令和

元年６月５日付けで課内で周知徹底

し，適切に対応しております。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(ウ) 事例・事実㋒（法律問題） 

生活保護相談というより，「生活

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(ウ) 事例・事実㋒（法律問題） 

     「法テラス」が実施する事業につ



相談」の例ですので，規範へのあて

はめは必要ないでしょう。 

とはいえ，単純な「生活相談」で

はなく，法律問題が含まれていま

す。弁護士相談につなげてもらえれ

ば相談者にとってベストな解決方法

にたどり着いたと思われます。 

本件のように多少なりとも法律問

題が絡むときは法テラスなどの法律

機関につなぐことが望まれます。弁

護士と相談担当者，ケースワーカー

との協議会，勉強会なども３Ｅの観

点からは有用と思います（３Ｅの観

点からする意見）。 

いて，課内掲示等により改めて令和

元年６月５日付けで職員に周知し，

法律問題を抱えた相談者に対して

は，相談員及びケースワーカーが，

法テラスによる支援事業の案内や，

法テラスへの連絡調整を適切に実施

しております。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(オ) 事例・事実㋔（実施責任－機関協 

議） 

実施責任についての判断は適切か

と思われますが，Ａ市に相談に行く

とまた高知市へと言われ，たらいま

わしになる恐れがあります。 

このような場合相談を受けた実施

機関との実施責任のある実施機関と

の間で協議を持つなどしないと，意

図しない申請権侵害となりかねない

のではと考えます。 

今後同種事案に対応する際には，

この問答に沿った，実施機関相互の

協議が望まれます（合規性の観点か

らする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

イ 相談受付票・添付資料閲覧 

(オ) 事例・事実㋔（実施責任－機関協 

議） 

     保護の実施責任について疑義が生

じた場合は，相談者に対して適切か

つ円滑に保護を適用するため，あら

かじめ関係実施機関と相互に情報共

有・協議を行うよう手続きを改善

し，令和元年６月５日付けで職員に

周知いたしました。 

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ウ 取下記録閲覧 

(ウ) 事例・事実㋒（ローン付き住宅） 

相談時に，生活保護相談員から，

生活保護を受給することとなれば，

住宅を保有し続けることは困難であ

る旨の説明がなされていればなお良

かったと思います。 

相談時に説明をしていれば，そも

そも，申請者は申請に至らなかった

可能性が高かったと考えられます。

今後は，生活保護を申請するか否か

健康福祉部福祉管理課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑵ 面接・要否判定（生活保護相談員） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ウ 取下記録閲覧 

(ウ) 事例・事実㋒（ローン付き住宅） 

相談受付時には，生活保護を受給

することとなった場合の権利・義務

等について，相談者に対して抜かり

なく説明を行うよう改善いたしまし

た（令和元年６月５日付けで職員に

周知済）。 



を判断するための重要な情報は，出

来る限り相談時に提供することが望

ましいでしょう（３Ｅの観点からす

る意見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

 ケ 事例・事実㋘（妻の姉・兄弟に対する

扶養照会） 

担当のケースワーカーが判断に迷わな

くてよいよう，「扶養の可能性が期待で

きない」として扶養照会を省略すること

が許される類型を福祉課内で協議，決定

しておくことが望まれます（３Ｅの観点

からする意見）。 

もちろん，これはあくまで省略するこ

とが「許される」類型ですので，そのよ

うに決められた類型に当たる場合でも

個々のケースワーカーが気になる扶養

義務者についてはそのケースワーカー

の判断であえて扶養照会をかけることに

何の問題もありません。 

福祉課内で類型化を協議，決定する場

合はこの点も明確にされておいたほうが

良いと思います。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ケ 事例・事実㋘（妻の姉・兄弟に対する

扶養照会） 

概ね20年以上没交流となっている扶養

親族は，扶養の可能性が期待できないと

判断する類型として定め，管理職会等を

通じ福祉三課で共有いたしました。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

シ 事例・事実㋛（重点的扶養義務者に対

する照会） 

本件ではその後の具体的な調査，検討

状況がケースファイルから明らかではな

いことが気にかかります。「照会可能」

との判断にいまだ至っていないのであれ

ば，定期的にその検討，判断結果をケー

スファイルに書きとどめておくことが望

まれます（合規性の観点からする意

見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

シ 事例・事実㋛（重点的扶養義務者に対

する照会） 

保護開始時点で扶養照会を差し控える

場合は，その旨を適切にケース記録に記

録するとともに，定期的に扶養照会の可

否について検討し，その検討結果を記録

することといたしました（令和元年度６

月５日付けで職員に周知済）。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ソ 事例・事実㋞（法第29条一括照会の結

果多額の預金判明） 

不正受給未遂の疑いが持たれる事案に

おいては，不正受給意思について申請者

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑷ 各種調査（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ソ 事例・事実㋞（法第29条一括照会の結

果多額の預金判明） 

不正受給未遂の疑いが持たれる事案に

おいては，本人に意図的な秘匿であった



本人から詳しく事情を聴取し，その結果

いかんによっては，将来同種行為が繰り

返された場合，刑事告訴等もありうる旨

を教示するなど，再発防止ための毅然た

る姿勢を示すことが望まれます（合規性

の観点からする意見）。 

かを確認するとともに，不正受給の意思

が客観的に立証された場合又は以後同種

行為が繰り返された場合は，本人との面

談時に刑事告訴等を行う場合がある旨を

教示することといたしました。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（多額の預貯金） 

却下理由として法第24条を挙げている

ことは問題と思われます。 

すなわち，法第24条，具体的にはその

第３項は，「保護の実施機関は，保護の

開始の申請があったときは，保護の要

否，種類，程度及び方法を決定し，申請

者に対して書面をもって，これを通知し

なければならない」として，保護開始又

は却下の通知をしなければならないこと

を義務付けた規定であり，これ自体に，

要否の判断基準が示されているわけでは

ないからです。 

したがって，「生活保護法第24条第３

項に基づき通知します」という記載であ

ればともかく，「法第24条第３項に基づ

き却下する」との記載は法律の条文の引

用の仕方として不適切と考えます。 

ほかにも同様のケースが散見されまし

た。今後は，条文の引用の仕方を改める

べきです（合規性の観点からする指

摘）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（多額の預貯金） 

保護申請却下通知書中の「法第24条第

３項に基づき却下する」との記載を改

め，「（却下の決定について）法第24条

第３項に基づき通知します」と記載する

ことといたしました（令和元年度６月５

日付けで職員に周知済）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

オ 事例・事実㋔（境界層該当者） 

介護保険について境界層該当による減

額措置を講ずれば今後の生活が維持でき

ると，申請者より申立書の提出があった

からといって，減額措置を講じてもなお

要保護状態であれば，「法律による行政

の原理」からすると，判断としては開

始決定するしかないのではないでしょ

うか。つまり，却下決定は「不適法」と

言わざるを得ないのではないでしょう

か。 

他方，却下により境界層該当証明が得

られれば生活保護に頼らずとも今後の生

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

オ 事例・事実㋔（境界層該当者） 

境界層措置を講じてもなお要保護状態

にある場合であって，申請者が生活保護

の適用を望まずあくまでも境界層措置の

みを希望する場合は，申請者の意向・利

便性を尊重し，その経緯・理由を適切に

ケース記録に記録した上で「却下」措置

を行うことといたしました（令和元年度

６月５日付けで職員に周知済）。 



活が維持できるということであれば，本

人の自立支援という生活保護法の原理に

はかなうし，生活保護原資の節約にもつ

ながるといえます。 

そもそも「法律による行政の原理」

は，行政活動の法的コントロールを通じ

た国民の権利擁護ということに趣旨があ

るとされていますので，却下のうえ境界

層該当証明を発行することが本人の権利

擁護にかなうのであれば，変則的ではあ

るがこのような「便法」も許容されると

いうべきなのでしょうか。 

いずれにしても，今後は，このような

分かりにくい却下理由の「書き方」は問

10－14に照らして見直されるべきです

（合規性の観点からする指摘）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

Ｅ 

カ 事例・事実㋕（境界層該当者） 

本件では「保護申請の意思がない」と

いう事実認定がなされていますが，保護

申請の意思がないのであれば法律的には

申請がなされていないことになるはずで

すので，却下の判断もできないことにな

るはずです。逆に言えば，却下の判断が

下されたということは，その判断の対象

となる「保護申請があった」ということ

です。「保護申請があった」ということ

は「保護申請の意思があった」というこ

とです。却下の判断と「保護申請の意思

がない」という事実認定とが整合性を欠

きます。 

また，要否判定では健康保険特例高額

療養費及び標準負担額減額認定該当措置

を講じて所得区分を「区分オ」とした場

合，医療費35,400円となるところ，それ

でも最低生活費が収入を15,014円上回り

依然として要保護，とされています。 

それにもかかわらず，境界層証明書に

は，「世帯の収入が最低生活費を上回る

ため」と記載されています。これは明ら

かに事実と相違するのではないでしょう

か。 

申請者本人の申請の趣旨が実は，生活

保護費受給ではなく，高額療養費及び標

準負担額認定の境界層証明書取得あるこ

とからすれば，結論には何ら問題があり

ません。しかし，「法律による行政の原

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

Ｅ 

カ 事例・事実㋕（境界層該当者） 

境界層措置を講じてもなお要保護状態

にある場合であって，申請者が生活保護

の適用を望まず，あくまでも境界層措置

のみを希望する場合は，申請者の意向・

利便性を尊重し，その経緯・理由を適切

にケース記録に記録した上で「却下」措

置を行うことといたしました（令和元年

度６月５日付けで職員に周知済）。 



理」からすると，このような不整合な

「書き方」は，問10－14に照らし改善さ

れるべきです（合規性の観点からする指

摘）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

キ 事例・事実㋖（境界層該当者） 

「国保特例高額療養費・標準負担額減

額認定該当措置を講じることにより，医

療費を減額すれば保護否となるので，境

界層該当証明を行い，申請を却下」との

こと。このような記載であれば，理解で

きます。問10－14に照らし適切と考えま

す。 

事例・事実㋔，㋕についてもこのよう

な「書き方」ができなかったのか，検討

が望まれます。 

ただし，事例・事実㋔についての適法

性判断の際に指摘させていただいたよう

に，「医療費を減額すれば保護否」と記

載するだけでなく，「医療費を〇〇円以

上減額すれば」，と具体的に金額を特

定して記載されればより適切であった

と思います。今後，事例・事実㋔，㋕と

同種の事案においては，前記の記載方法

に改められるべきです（合規性の観点か

らする指摘）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑺ 要否判定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

キ 事例・事実㋖（境界層該当者） 

 境界層措置を講じる際の減額幅につい

ては，却下通知における却下理由に関す

る説明の中で具体的な金額を明示するよ

う改めました（令和元年度６月５日付け

で職員に周知済）。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑾ 開始決定（福祉事務所長） 

この保護開始決定通知については，１つ問

題点があります。 

それは，いつその決定がなされたか，が

ケースファイル上明らかでないということで

す。 

事務処理期間の管理の観点からも，開始決

定通知が申請者に届いた日を記録上明らかに

しておく必要があります。そのためには，決

定通知書を申請者に郵送する場合には配達証

明付きとする，窓口で手渡しにする場合に

は，申請者に受領の日を記入してもらい，併

せて署名捺印をもらう，という方法によるべ

きです（合規性の観点からする指摘）。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

１ 相談受付から保護開始決定まで 

⑾ 開始決定（福祉事務所長） 

開始決定通知の送達に係る記録として，被

保護者へ直接手交する場合は当該手交日を，

郵送する場合は発送日を確認し，ケース記録

に記録することといたしました（令和元年度

６月５日付けで職員に周知済）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 



ア 事例・事実㋐（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ，未就労） 

「Ａ就労促進員からこれ以上就労支援

できないと判断された場合，当所として

はやむを得ず，稼働能力不活用として文

書指示等を行っていく」旨を申し渡して

から１年以上経過してもなお未就労とい

うことに照らせば，速やかに法第27条に

基づき期限を区切った就労指導文書を出

し，期限経過後も未就労であれば法第26

条に基づき保護の停廃止の措置を検討す

るべきではないかと思われます。むしろ

１年間どうしてそのような措置をとって

いないのか疑問が残ります。 

少なくとも，健康状態に問題がないに

もかかわらず保護開始から１年間，真剣

な求職活動がうかがわれないようなケー

スは，合理的な理由のない限り，法第27

条に基づく口頭指導のうえ，なお改善が

認められない場合は同条に基づく文書指

導を行うものとし，前記指導を行わなか

った場合には，これを行わなかったこと

についての合理的な理由を，年に一度の

援助方針見直しの際に明記すべきです

（合規性の観点からする指摘）。 

ア 事例・事実㋐（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ，未就労） 

稼働能力不活用者に対しては，まずは

就労に向けた助言指導を行い，これに従

わない場合は法第27条口頭指示，なお改

善されない場合は同条指導指示へと，適

正な手順を踏んで指導するよう，運営を

見直しました。 

  また，法第27条指導指示を行わない場

合は，その理由をケース記録において明

確にするとともに，当該被保護者に係る

援助方針に即し，定期的に指導状況の確

認及び指導の見直しを行うよう，併せて

改善いたしました（令和元年度６月５日

付けで職員に周知済）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ウ 事例・事実㋒（世帯類型高齢，ケース

格付Ｅ，ホーム訪問） 

被保護者が施設での生活で，他の入所

者に泥棒扱いされることに気が落ち込む

とこぼしている点については，施設側に

そのようないわゆるいじめの有無を確認

し，その事実が確認されれば施設側に善

処を求め，そのような事実が確認されな

ければ被保護者の妄想に基づくものとし

て，本人の精神疾患を疑う端緒とするこ

とができたかもしれません。今後同様の

事例が生じた場合は，施設側への聞き取

りを行う等，被保護者の心身の状況の把

握に努めることが望まれます（「有効

性」（３Ｅ）の観点からする意見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ウ 事例・事実㋒（世帯類型高齢，ケース

格付Ｅ，ホーム訪問） 

施設等入所者からの申立てについて

は，当人の障害・傷病等の状況も考慮し

つつ，施設等の見解を注意深く聴取した

上で，施設等と連携しながら，被保護者

の心身の状況の正確な把握に努めるよう

令和元年６月５日付けで職員に周知し，

適切に対応しております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（世帯類型傷病，ケース 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（世帯類型傷病，ケース



格付Ｂ，自傷行為） 

本報告書では要点の記載にとどめてい

ますが，この出来事はケースファイルに

家庭訪問記録として詳細に記載されてい

ます。したがって上司も当然事件を把握

していると思われます。しかし，この事

件を受けて，このような場合にどう対処

すべきかを課内で協議した形跡は見受け

られません。 

監査人としては，このような場合は危

険に近づかず，携帯電話で応援を頼む，

あるいは端的に110番通報すべきと考え

ます。そうしてこのことを福祉課内で方

針として周知徹底させるべきと考えます

（合規性の観点からする指摘）。 

このように，危険が予知される場合は

ケースワーカーが単独で訪問するのでは

なく，上司や同僚が同行すべきです。

今後は，ケースワーカーが危険と判断

した場合においては，単独で家庭訪問を

行わないよう福祉課内で方針として周知

徹底させるべきと考えます（合規性の観

点からする指摘）。 

格付Ｂ，自傷行為） 

ケースワーカーが単独で家庭訪問を行

うことにより危険が予測される場合に

は，あらかじめ査察指導員に相談の上，

複数体制による訪問を行うよう，改善い

たしました。 

また，現場で危険な事由が生じた場合

は，各係のデスク会，ケース診断会議，

係長会，管理職会等の場で報告し，再発

防止策を検討の上，職員全体で共有する

よう改めました（令和元年６月５日付け

で周知済）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

オ 事例・事実㋔（世帯類型障害，ケース

格付Ａ→Ｃ，依存症） 

飲酒状況を，日本酒入り紙パックを手

に取るなどして確認している点は，＜世

帯類型訪問時聴取内容例＞（１）②に沿

ったものであり適切です。 

ただし，日本酒入り紙パック内の残

存アルコールを本人の了承を得てその

面前で捨てるという行為は，禁酒指導と

して徹底したものであり，勇気ある態度

と言えますが，被保護者の依存症と現実

の飲酒などにかんがみると，トラブルに

発展する危険性も懸念されます。 

事例・事実㋔について指摘したよう

に，ここまで自ら危険に近づくことは好

ましくないと思います。 

禁酒指導に当たっては，飲酒を確認し

たうえでの法第27条に基づく口頭指導，

これに従わなければ文書指導，それでも

従わなければ廃止，という手順を踏んだ

指導にとどめるのが望ましいと思います

（３Ｅの観点からする意見）。 

 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

オ 事例・事実㋔（世帯類型障害，ケース

格付Ａ→Ｃ，依存症） 

禁酒指導の実施に当たっては，被保護

者との無用なトラブルを回避するため，

家庭訪問や面談時には慎重に対応するこ

ととし，助言指導，法第27条口頭指示，

同条文書指示へと，段階的に手順を踏ん

で指導するよう令和元年６月５日付けで

職員に周知し，適切に指導を実施してお

ります。 



健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

カ 事例・事実㋕（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ,心療内科通院） 

このケースに限らず，他にも，家庭訪

問の際に被保護者の妊娠が判明するも，

父親の氏名はもちろん，住所その他連絡

先不明，というケースが複数見受けられ

ました。もとより本人が父親不詳という

以上，被保護者に対して子の父親がどこ

の誰であるかを重ねて尋ねても返ってく

る答えは変わらないはずであり，それに

もかかわらず同じ質問を繰り返すこと

はケースワーカーと被保護者との信頼

関係に水を差しますので，そのような重

ねての質問は控えることが賢明と思いま

す。 

しかし，本人が出産を希望し，現に

出産に至っているというケースの中に

は，その背景に本人と子の父親との間に

一定の継続的関係がある場合も含まれて

いるのではないかと推察されます。 

そのような場合には，子の父親からの

扶養や場合によっては同居という事態も

想定されるところです。 

このような想定の元，被保護者の妊

娠，出産が判明した事例では，子の父親

からの扶養や，同居，といった観点から

被保護者の生活状況を家庭訪問で注意深

く確認することが望まれます（３Ｅの観

点からする意見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

カ 事例・事実㋕（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ,心療内科通院） 

被保護者の妊娠・出産が判明した場合

で，父親未詳であるときは，家庭訪問等

に生活状況等を特に注意深く確認するよ

う令和元年６月５日付けで職員に周知

し，適切に訪問調査を行っております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

カ 事例・事実㋕（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ,心療内科通院） 

本事例含め，単身若しくは母子世帯に

おける被保護者の妊娠，出産のケースに

ついて，援助方針の変更含め，家庭訪問

においてこの点が十分にケアされていな

いように思いました。 

なお，本事例が精神疾患寛解せず就労

否の状態で被保護者が妊娠かつ父親不

詳，という状況のもと，ケース格付をＡ

からＣに下げられたことには疑問が残り

ます。ケース記録からはこの「降格」理

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑴ 定期的家庭訪問（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

カ 事例・事実㋕（世帯類型その他，ケー

ス格付Ａ,心療内科通院） 

ケース格付の変更に当たっては，ケー

ス記録にその理由を具体的に明記するこ

とといたしました（令和元年６月５日付

けで職員に周知済）。 



由が明確にはうかがわれませんでした。

今後は，少なくとも２段階以上「降格」

させるような場合はその理由が具体的に

ケース記録に明記されるべきです（合規

性の観点からする指摘）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑵ 定期的収入認定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ア 事例・事実㋐（第三者からの送金事

例） 

本人の通帳に父親含む複数人からの送

金履歴があるのであれば，速やかにその

出どころと資金内容とを関係者に当たる

などして調査し，必要に応じて収入認定

すべきです。 

送金履歴を認めながら1年以上関係先

調査の形跡が認められないことは次第 

８－１－（４）が順守されておらず，不

適切と考えます。 

今後は，本人名義の口座への出入金の

履歴につき，収入認定の可否について疑

わしい事情が発覚した場合には，詳細に

調査されるべきです（合規性の観点から

する指摘）。 

なお，保護費の窓口手渡し支給は，家

庭訪問時に不在がち，指導事項不遵守，

連絡困難，といった問題ある世帯との接

触を確保するためにとられる措置であ

り，法令，通達に直接の根拠は見当たり

ませんが，そもそも保護費を銀行振り込

みにしなければならないという法令，通

達上の根拠も見当たりませんので，この

ような方法も法的に問題はないと考えま

す。 

むしろ，問題ある世帯の指導監督に，

一定程度有効と思います。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑵ 定期的収入認定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

ア 事例・事実㋐（第三者からの送金事

例） 

被保護者の収入について疑義がある場

合は，速やかに調査を行い，当該資金の

出所及び性質を特定の上，必要に応じて

収入認定等の処理を行うよう，令和元年

６月５日付けで職員に周知し，事務処理

手続を徹底しております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑵ 定期的収入認定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（未申告就労事例） 

本来であれば法第29条調査を行い，被

保護者の就労収入額について調査を行う

必要性があるにもかかわらず，関係先へ

の当該調査を行わず，被保護者より提出

のあった収入申告書のみをもとに収入認

定しています。 

二点問題があります。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑵ 定期的収入認定（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対応する合規制・３ 

 Ｅ 

エ 事例・事実㋓（未申告就労事例） 

被保護者の給与収入について疑義が生

じた場合は，法令及び施行通知に基づ

き，事業主への調査や，同種業務からの

推計による収入認定等を行うよう改善い

たしました（令和元年６月５日付けで職

員に周知済）。 



１点目は，局第８－１－（１）－ウ－

（イ）が求めている雇主への聞取り確認 

を行っていない点。 

２点目は，問第８－25に示された同種

業務からの推計すら行っていない点で

す。 

このような場合に被保護者の申告のみ

で収入認定することは，まじめに収入申

告している他の被保護者との間で不平等

を生じ，生活保護制度の理念である「無

差別平等」の原則（法第２条）とも矛盾

することになり，不適切であると考えま

す。 

収入等各種調査についての「同意書」

も徴求済みですので，２か所の就労先に

対し聞き取り等の調査をすべきでした。

今後は，法第29条に基づく調査の可否を

検討した上で，就労先に対し，遺漏なく

同調査が行われるべきです（合規性の観

点からする指摘）。 

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

① 医療費請求が適正に行われているかを確

認するためのレセプト点検 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３ 

Ｅ判断 

(イ) 事例・事実㋑（システムについ 

て） 

完全自動化は無理としても，生活

保護医療等適正化推進員の声に上

がったコンピューターシステムの

バージョンアップや，生活保護医療

等適正化推進員の増員を図り，その

負担を軽減することが望まれます。

このことが，結果的には過剰な医療

扶助の見落としを防止し，医療扶助

費の適切な支出につながると思いま

す（３Ｅの観点からする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

① 医療費請求が適正に行われているかを確 

認するためのレセプト点検 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３ 

Ｅ判断 

(イ) 事例・事実㋑（システムについ 

て） 

  令和元年12月に，改正生活保護法

に基づく生活保護受給者健康管理支

援事業の創設と併せ，レセプト点検

等を行う医療扶助適正化推進員を４

名増員し，医療扶助適正化に向けた

体制強化を図っています。 

  レセプト管理システムそのものの

バージョンアップやカスタマイズに

ついては，費用対効果を検討した結

果，当面は対応困難です。 

  なお，現行システムの活用方法の

見直しを行うことで，レセプト点検

業務の効率化を一定程度達成してお

ります。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

② 重複受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

② 重複受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 



被保護者との接触ができていないケー

スについては，その後どのように対応さ

れたかについてその都度追加の記載がな

されることが望まれます（３Ｅの観点か

らする意見）。 

  向精神薬の重複処方に係る記録（向精

神薬の重複処方の改善状況（個別表））

において，架電又は家庭訪問等の方法に

よっても被保護者との接触ができていな

いケースについては，その後の対応につ

いても当該個別表への記載に遺漏がない

よう徹底しております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(ア) 事例・事実㋐（通院台帳） 

頻回受診状況が改善されたと評価

できるようなケースについて，それ

が指導，指示によるものなのかどう

か，このことを付記すれば指導・指

示の実効性が検証でき，より有効と

思います（３Ｅの観点からする意

見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(ア) 事例・事実㋐（通院台帳） 

    指導・指示の結果として頻回受診

の改善に至ったケースについては，

その旨が確認できるよう，適切な記

録を行っております。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(イ) 事例・事実㋑（頻回受診者指導台

帳） 

頻回受診者指導台帳の作成が 

ケースワーカーによってなされて

いる場合となされていない場合とが

あ る と い う状 況 は 社援 保 発 第

0322001号２に即したものとはいえ

ず，適切ではないと思います。頻回

受診者指導台帳は医療扶助費支出の

適正化を図るための有効な手段です

ので，全ての対象者について作成さ

れるよう福祉課内で周知徹底される

べきです（合規性及び３Ｅの観点か

らする指摘）。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(イ) 事例・事実㋑（頻回受診者指導台

帳） 

 頻回受診指導台帳を抜かりなく作

成するよう，職員に周知徹底したこ

とにより，指導対象者すべての台帳

が作成されました。 

 なお，平成30年3月に作成した頻

回受診者指導者マニュアルの見直し

を令和元年３月に行い，当該マニュ

アルに則した運用を行うよう令和元

年６月５日付けで職員に周知徹底い

たしました。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(エ) 事例・事実㋓（情報提供） 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

③ 頻回受診 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(エ) 事例・事実㋓（情報提供） 



社援保発第0322001号５が求め

る形式，要領に従った記載がなさ

れています。 

ただし，この一覧表に記載され

たデータがどこから来たものか，

「頻回受診指導対象者名簿」（＝

通院台帳）とのつながりが読み取

れません。 

そもそも，ケースワーカーによ

って頻回受診者指導台帳の作成状

況が分かれるということであれ

ば，「頻回受診者に対する適正受

診指導結果について」に記載され

た「指導実施者数」と「うち改善

された者」とについての数字の正

確性は保証されているかどうか疑

問があります。 

この点はすべてのケースワー 

カーが頻回受診者指導台帳を作成

するように扱いを統一し(前頁指

摘)，その指導台帳に基づいて頻

回受診者指導対象者名簿（＝通院

台帳）の個別ケース末尾に指導，

指示状況と状況改善とのつながり

が分かるような記載を入れるなど

の工夫をされれば，「頻回受診者

に対する適正受診指導結果につい

て」に記載された「指導実施者

数」と「うち改善された者」とに

ついての数字の正確性が容易に検

証でき，その信頼性が増すと思い

ます（３Ｅ「有効性」の観点から

する意見）。 

  通院台帳（頻回受診状況把握対象

者名簿）に登載されたすべての対象

者について遺漏なく頻回受診者指導

台帳が作成されているかをケース 

ワーカー及び医療担当が常時確認で

きているため，頻回受診者指導台帳

の内容を確認することにより，頻回

受診に係る指導・指示の状況（指導

実施者数）及び改善状況（うち改善

された者）の正確な把握が可能とな

っています。 

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

④ 長期入院 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３

Ｅ判断 

(ア) 事例・事実㋐（実態把握対象者名 

簿） 

主治医と嘱託医とで意見が分か

れた場合の実施機関の判断のあり

方についてルールを設けることが

望まれます（３Ｅの観点からする

意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑶ 医療扶助（ケースワーカー，医療適正化推

進員，生活保護医療相談員） 

④ 長期入院 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３ 

Ｅ判断 

(ア) 事例・事実㋐（実態把握対象者名

簿） 

  長期入院患者の退院促進において

は，主治医と嘱託医の意見が相違す

る場合，原則として主治医の意見を

優先する形で運用しており，この旨

を再度，職員間で共有しました。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑷ 返還金・徴収金処理（ケースワーカー） 

① 法第63条返還金と法第78条徴収金との振

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑷ 返還金・徴収金処理（ケースワーカー） 

① 法第63条返還金と法第78条徴収金との振



り分け 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３ 

Ｅ判断 

(カ) 事例・事実㋕（未申告就労収入：

前出115頁事例・事実㋒） 

不正意思があったかどうかの認定

は人の内心に関する事実の問題であ

り，補足性，基準及び程度の原則と

いった国の政策によって左右される

事柄ではないはずです。 

さらにいえば，法第78条が適用さ

れるということは，「不正受給意思

あり」という「レッテル」を貼られ

ることにほかなりません。そもそも

「不正受給意思あり」ということ

は，「詐欺罪」（刑法第246条）に該

当するはずですから，真実そのよう

な不正受給意思を抱いていなかった

人にとっては冤罪にほかならず，耐

えがたい苦痛であり，人権侵害に当

たると思われます。 

この点，被保護者は収入等に変動

が生じた場合，それを保護の実施機

関に申請する義務を負っていますか

ら（法第61条），真実を告知すべき

者と言えます。 

そうすると，被保護者が故意に収

入申告を怠って保護費を受給する

と，それは詐欺罪を構成することに

なるのです。つまり，法第78条を適

用するということは詐欺罪の認定と

イコールなのです。 

そのように考えると，やはりこの

ようなケースでの不正受給意思の認

定には慎重であるべきと思います。 

そうすると，ケース診断会議で

「被保護者に積極的な不正の意思が

あったとは判断できない」とされた

以上，それは「不正受給の意図があ

ったことの立証が困難な場合」なの

ですから，この問答に従って，法第

78条ではなく，法第63条が適用され

るべきであったと考えます（合規性

の観点からする指摘）。 

り分け 

ウ 事例・事実とこれに対する合規性・３ 

Ｅ判断 

(カ) 事例・事実㋕（未申告就労収入：

前出115頁事例・事実㋒） 

法第78条の適用可否の検討におけ

る不正受給意思の存否については，

ケース診断会議において慎重に判断

し，また，不正受給の意思が認めら

れない場合は，法第63条を適用する

などの整合性ある行政処分を行うよ

う令和元年６月５日付けで職員に周

知徹底しております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑸ 保護の停止・廃止（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ 

判断 

ク 事例・事実㋘（ケースワーカーからの

再三の保護辞退の提案） 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑸ 保護の停止・廃止（ケースワーカー） 

③ 事例・事実とこれに対する合規性・３Ｅ 

判断 

ク 事例・事実㋘（ケースワーカーからの

再三の保護辞退の提案） 



  最終的に，辞退届を提出するに至った

理由は，被保護者の長男の就労により，

生活保護を要しなくなったことにあるこ

とから，任意かつ真摯な意思に基づく辞

退届の提出であったとして，辞退届が有

効と判断したことは，適切であると考え

ます。 

  しかしながら，被保護者に長男の就労

以前に，再三にわたり，生活保護からの

自立を勧める担当ケースワーカーの行為

は，辞退届の提出の強要行為を行ったと

の疑義が残るところです。 

  今後，被保護者の経済状況が，保護の

停止・停止の解除を繰り返すような，生

活保護受給のボーダーライン上にあった

としても，保護辞退を強要していると疑

われるような指導を行うことは厳に慎む

べきであると考えます（合規性の観点か

らする指摘）。 

  被保護者に対し保護辞退を強要してい

ると誤認されないよう，被保護者の意思

を尊重した助言指導を行い，助言指導し

た内容を適切に記録するよう，運用を改

善いたしました（令和元年６月５日付け

で職員に周知済）。 

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑹ その他ケース対応 

① 家主から被保護者に対する家賃増額請

求への対応 

ウ 合規性・３Ｅ判断 

   裁判で被保護者に対して，住居から

の立ち退きを命ずる判決が出される

か，若しくは賃料増額を許容する判決

が出されるかした場合，そのことによ

って被保護者が支出を余儀なくされる

こととなった住居費については，問答

集「問７－98 明渡請求に応じない場

合の住宅扶助」に示された見解に従っ

て処理すればよいことになります。 

本事例では，このような判断によら

ず，家主から言い渡された，賃料増額

に応じない場合の更新拒絶を法的に有

効と判断し，転居が承認されていま

す。 

   しかし，そもそもこの法的判断の前

提となる事実関係が十分に把握されて

いたのかどうか，借地借家法の解釈と

本事例への当てはめが正確になされて

いたのかどうか，結果的に不必要な住

宅扶助費支給となったのではないか，

疑問が残ります。 

   もちろん，法的判断の前提となる事

実関係の把握や，借地借家法の解釈と

事例への当てはめなどは，法律の専門

家でないケースワーカーにとって多く

の場合困難を伴うことでしょう。そう

健康福祉部福祉管理課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑹ その他ケース対応 

① 家主から被保護者に対する家賃増額請

求への対応 

ウ 合規性・３Ｅ判断 

  法テラスが実施する各種事業の内容

について令和元年６月５日付けで職員

に周知し，法律問題を抱えた相談者に

ついては，適切に法テラスによる専門

的な支援につないでいます。 



であれば，このように法律問題が絡む

ケースについては，前にお話しした

「法テラス」の無料相談や法律扶助を

使った法的対応へと被保護者を誘導す

ることが望まれます。そのためにも，

ケースワーカーに対し，「法テラス」

の各種制度を周知することが望まれま

す（３Ｅの観点からする意見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑹ その他ケース対応 

② 被保護者からケースワーカーに対する

苦情への対応 

ウ 合規性判断 

   本件対応の最も大きな問題点は，係

長という上司に苦情申立てがなされた

のにこれを組織として取り上げず，事

実関係を精査せず，担当ケースワー 

カーと係長とが別々に異なる対応をし

ている，ということです。まさに生活

保護施行事務監査事項において指摘

されているように，「援助困難ケー

ス」と位置付けてこれを「担当者任

せ」とせず，「ケース診断会議」を

開催して担当ケースワーカーを「参

加」させて「組織的判断」をすべき

事案であったと思います。今後被保護

者から担当のケースワーカーに対する

苦情申し立てがなされた場合には，ま

ずはケースワーカーと係長とで情報共

有，意見交換し，必要に応じてケー

ス診断会議等を開催するなどして，組

織的判断がなされるべきです（合規性

の観点からする指摘）。 

   では，「組織的判断」とは具体的に

どのようになされるべきか。 

   この点は，ここまで述べたところを

整理すると，「外部から苦情申立てが

なされたときはその苦情申立てに係る

事実関係の存否を確認し，これが存在

すると判断したときは謝罪含め早急に

善処する。存在しないと判断したとき

は苦情申立てに対し要求拒絶等毅然と

した態度を示す。」，ということにな

るかと思います。これは，監査人がこ

れまで弁護士として顧問先企業から顧

客クレーム対応について相談を受けて

きた中で繰り返しアドバイスし無事解

決してきた経験に基づくものです。言

われてみれば極めてシンプルですが，

「シンプルイズベスト」です。これは

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

２ 保護開始決定から停止・廃止まで 

⑹ その他ケース対応 

② 被保護者からケースワーカーに対する

苦情への対応 

ウ 合規性判断 

 ケースワーカーに対する苦情につい

ては，日常的な報告・連絡・相談の流

れの中で，査察指導員及び管理職と共

有の上，組織的に対応することといた

しました。 

  また，被保護者の支援と関連する場

合や，特に重要な苦情等については，

ケース診断会議，係会，課内会又は管

理職会等で協議し，その結果を職員に

周知するよう運営を改めました（令和

元年６月５日付けで職員に周知済）。 



監査の守備範囲を超えるものですが，

国の通知集などに追加されてはどうで

しょうか。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑵ 生活保護相談員（面接相談員） 

③ 監査人の指摘及び意見 

     生活保護相談員は，他の職員の目が届き

にくい半個室のようなブース内で，面識の

ない相談者に対し至近距離で相談業務に当

たっており，この業務環境は至急改善する

必要があります。 

     具体的には，可能な限り，複数の職員で

相談業務に当たることが望まれるとともに

（合規性の観点からする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑵ 生活保護相談員（面接相談員） 

③ 監査人の指摘及び意見 

相談担当者の安全確保のため，職員から

相談室の状況が視認できるよう，平成30年

８月に相談内容の機密性や相談者のプライ

バシーを損わない範囲で，不要なパーテー

ションやアコーディオンカーテンを取り外

しました。 

     併せて，各ブースの相談担当者のデスク

脇に，防犯ブザーを設置いたしました。 

     相談者が不審な言動をする（恐れのあ

る）場合は，暴力行為等対策員や相談担当

職員が立ち会う（同席する）こととし，ま

た対策員等不在の場合は，総務課行政暴力

対策室からの応援を受ける体制を構築しま

した。 

     新庁舎への移転後，相談ブースは福祉三

課の執務スペースの西側に10室設け，各 

ブースには，来庁者側及び職員側の２方面

からの入室が可能となっており，職員側の

入口にはドアを取り付けず，周囲の職員が

中の様子を常時覗うことができるよう整備

しております。各ブースに警告灯のスイッ

チを福祉三課の全職員が視認可能な位置に

設置し，面談中に相談員等が身の危険を感

じた際には，当該スイッチを押すことによ

り警告灯が点灯し，非常事態を察知した職

員が直ちに救援に向かえるよう，体制を構

築しております。 

     また，暴力行為等対策員等の立ち会い

（同席）や，総務課行政暴力対策室による

応援体制については，新庁舎への移転後も

継続して実施しております。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑵ 生活保護相談員（面接相談員） 

③ 監査人の指摘及び意見 

緊急時通報ボタンの設置や座席配置の改

善，相談ブースと執務室との間には，他の

職員側から相談ブース内の状況を視認でき

る（ただし相談者側からは他の職員の執務

状況は視認できないようにできるもの）材

質の窓を設置すること等の方法により生活

保護相談員の安全確保を図るべきです（合

規性の観点からする指摘）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑵ 生活保護相談員（面接相談員） 

③ 監査人の指摘及び意見 

 相談担当者の安全確保のため，職員から

相談室の状況が視認できるよう，平成30年

８月に相談内容の機密性や相談者のプライ

バシーを損わない範囲で，不要なパーテー

ションやアコーディオンカーテンを取り外

しました。 

  併せて，各ブースの相談担当者のデスク

脇に，防犯ブザーを設置いたしました。 

 相談者が不審な言動をする（恐れのあ



る）場合は，暴力行為等対策員や相談担当

職員が立ち会う（同席する）こととし，ま

た対策員等不在の場合は，総務課行政暴力

対策室からの応援を受ける体制を構築しま

した。 

  新庁舎への移転後，相談ブースは福祉三

課の執務スペースの西側に10室設け，各 

ブースには，来庁者側及び職員側の２方面

からの入室が可能となっており，職員側の

入口にはドアを取り付けず，周囲の職員が

中の様子を常時覗うことができるよう整備

しております。各ブースに警告灯のスイッ

チを福祉三課の全職員が視認可能な位置に

設置し，面談中に相談員等が身の危険を感

じた際には，当該スイッチを押すことによ

り警告灯が点灯し，非常事態を察知した職

員が直ちに救援に向かえるよう，体制を構

築しております。 

  また，暴力行為等対策員等の立ち会い

（同席）や，総務課行政暴力対策室による

応援体制については，新庁舎への移転後も

継続して実施しております。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑷ 暴力行為等対策員 

③ 監査人の指摘及び意見 

  福祉事務所は，職員らの安全確保と不当

要求の抑止を個々の職員の創意工夫や使命

感のみに任せるのではなく，家庭訪問や相

談対応は可能な限り複数の職員により行う

ことを職員に指示する等組織的な対策を検

討することが望まれます（合規性の観点か

らする意見）。 

健康福祉部福祉管理課，第一福祉課，第二福祉課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑷ 暴力行為等対策員 

③ 監査人の指摘及び意見 

  福祉事務所内において，職員の安全確保

に留意が必要な面談を実施する際には， 

ケースワーカーと査察指導員が連携して対

応することとしました。 

  また，単独の家庭訪問により危険が予測

される場合には，あらかじめ査察指導員に

相談の上，複数体制による訪問を行なうよ

う，徹底を図っております。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑸ 就労促進員 

③ 監査人の指摘及び意見 

  ケースワーカーと就労促進員がより緊密

に意思疎通を図り，各対象者の現状につい

て情報と問題意識を共有し効果的な連携を

する必要があるものと考えます。 

  そこで，ケースワーカーが受給者を就労

促進員の支援につなぐ際及びつないだ

後，ケースワーカーと就労促進員とが対

象受給者についてより緊密に意思疎通を図

り情報と問題意識を共有できる方法を検討

するよう求めます。具体的には，就労指導

への反発が予想される対象受給者について

は，就労指導の場に担当ケースワーカーが

同席する等して，保護停廃止権限の側面か

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑸ 就労促進員 

③ 監査人の指摘及び意見 

  就労促進員による被保護者への指導に

は，ケースワーカーとの連携が不可欠であ

るため，就労促進員の求めがあった場合

は，被保護者との面談への同席や，被保護

者への連絡等に積極的に協力するよう令和

元年６月５日付けで職員に周知しており，

適切な連携が図られております。 



ら就労促進員をバックアップすることが望

ましいと考えます（３Ｅの観点からする意

見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑹ 就学促進員 

③ 監査人の指摘及び意見 

 特に児童虐待や家庭内暴力等深刻な問題

を抱える世帯等については，子どもの社会

参加を促し貧困の連鎖を防ぐためには，福

祉事務所職員のみの対応では十分な効果を

上げることは困難と言え，関係各機関それ

ぞれの主体的かつ積極的な対応と緊密な連

携が不可欠です。 

  具体的には，連携のあり方として，各 

ケースの現状の把握と当面の対応について

の連絡や協議の場面のみならず，そのよう

に連携して対応した各ケースの予後を報告

し合い，各機関の対応が適切であったか否

かの事後的な検証（いわゆる「振り返

り」）の機会を持つことが望まれます（３

Ｅの観点からする意見）。そして，その検

証を各機関の対応能力の向上と問題の再発

防止につなげるためには，関係各機関の対

応の問題点につきお互いに率直な意見交換

をすることが必要ですので，ケースワー 

カーや就学促進員のみの出席で十分な効果

が上がらない場合は，検証の場への管理職

の職員の出席も望まれます（３Ｅの観点か

らする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑹ 就学促進員 

③ 監査人の指摘及び意見 

平成30年２月に，福祉事務所に高知県女

性相談支援センターの職員を招き，ケース

ワーカー等を対象に，センターの業務内容

や支援対象者に係る連携の方法等に関する

研修を実施し，また，５月には男女共同参

画センター「ソーレ」において，福祉管理

課管理職員が，関係福祉機関の相談員等に

対し，生活保護制度に関する研修を行いま

した。 

  また，高知市生活支援相談センターにお

いて定期的に開催している支援調整会議や

セーフティネット連絡会など，関係福祉機

関が参集する場において，個別の事例検討

を通じた意見交換を行っております。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑺ 生活保護調査員 

③ 監査人の意見 

 ケースワーカーからのよくある質問につ

いてのＦＡＱを作成して福祉事務所内に掲

示すれば，生活保護調査員がケースワーカ

ーからの相談に割いている時間を圧縮し調

査・裁定という本来業務に注力できるので

すから，上記増員や職員配置などの工夫に

より，職員が早期にＦＡＱ作成に着手でき

る体制を確保することが望まれます（３Ｅ

の観点からする意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑺ 生活保護調査員 

③ 監査人の意見 

ケースワーカーから生活保護調査員に日

常的に寄せられる質問事項を取りまとめ，

平成31年２月にＦＡＱを作成して職員に周

知いたしました。 

 今後も引き続き，内容の拡充に努めてま

いります。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑻ 生活保護医療等適正化推進員 

③ 監査人の意見 

  手引きや薬価表の内容とレセプトとを照

合し適合するものとしないものを振り分け

ることは複雑な判断過程は不要ですので，

この部分だけでも自動化・省力化できれ

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑻ 生活保護医療等適正化推進員 

③ 監査人の意見 

レセプト管理システムの運用保守業務に

ついて，従前は，生活保護システムの開

発・運用保守業務を委託している業者に委

託していましたが，平成30年度からは，レ



ば，職員は他の複雑又は慎重な判断・確認

作業を要する業務に注力することが可能と

なり，業務全体が効率化し，かつ不適正な

請求の見落としの防止が期待できることと

なります。 

  そこで，上記業務改善が可能となるよう

な現行システムの改良又はシステムの入れ

替えについて，それぞれの費用対効果を検

討し，できる限りの効率化を図ることを求

めます。具体的には，基金のシステムの導

入が望ましいと考えます（３Ｅの観点から

する意見）。 

セプト管理システムの開発を行った業者に

委託したことにより，システム障害への対

応や運用保守の範囲内でのシステム改修等

がより機動的に行うことができるようにな

りました。 

  一方で，診療報酬支払基金で用いられて

いるシステムの仕様等を精査しましたが，

現行システムよりも優れている点はあるも

のの，新規導入に伴う予算規模が大きく，

費用対効果に見合わないと判断していま

す。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑼ 生活保護医療相談員 

③ 監査人の意見 

 地域生活が可能な受給者については本人

及び家族の不安を取り除き退院・退所を促

進・支援する体制の充実化が必要と考えま

す。 

  そこで，職員の増員，関係各課や関係医

療福祉機関との連携関係を構築する等して

退院支援・促進体制の充実化を検討するこ

とが望ましいと考えます（３Ｅの観点から

する意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑼ 生活保護医療相談員 

③ 監査人の意見 

 令和元年12月に福祉管理課医療担当の増

員を行い，長期入院中の被保護者の退院促

進人員体制の強化を図りました。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑾ 高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカー

ズコープ） 

① 契約締結手続の合規性 

イ 委託先業者選定手続の合規性 

(イ) 合規性・３Ｅ判断〈監査人の意

見・指摘〉 

  そもそも何点獲得すれば選定され

るのか，最低合格基準が設けられて

いません。募集要領を見てもこの点

についての記載がありません。 

    また，本件は結果的に応募者１人

でしたが，応募者が複数人の場合，

単純に総合得点素点の多寡で選定す

るのか，この点についても募集要領

には記載が見られませんでした。 

     今後のことを考え，一定の基準を

決めてこれを公表することが望まし

いと考えます（合規性の観点からす

る意見）。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑾ 高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカー

ズコープ） 

① 契約締結手続の合規性 

イ 委託先業者選定手続の合規性 

(イ) 合規性・３Ｅ判断〈監査人の意

見・指摘〉 

     平成30年度に実施した公募型プロ

ポーザル方式による委託先業者選定

時に，最低合格基準を募集要領に記

載し，公表した上で選定を行いまし

た。 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑾ 高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカー

ズコープ） 

② 契約履行状況の合規性 

健康福祉部福祉管理課 

３ ケースワーカー業務の支援体制 

⑾ 高知市金銭管理支援業務受託者（ワーカー

ズコープ） 

② 契約履行状況の合規性 



エ 合規性判断 

利用者の金銭管理及び財産管理につ

いてワーカーズコープとケースワー 

カー，福祉事務所両者の連携が求められ

るのは利用者から相談があった場合のみ

ならず，ワーカーズコープにおいて利用

者の金銭管理等の問題点を発見，把握し

た場合に，その対処方法についてワー

カーズコープ単体での判断が難しければ

適宜担当ケースワーカーに連絡して対処

されるよう，高知市福祉事務所よりワー

カーズコープに対し助言されることが望

まれます（合規性の観点からする意

見）。 

エ 合規性判断 

高知市金銭管理支援業務の実施に当た

り，受託業者の側で把握した個別の支援

課題や問題点については，速やかに担当

ケースワーカーに連絡するよう，平成30

年４月の定期協議会において受託業者に

指示し，以降，受託事業者から適時に情

報提供が行われています。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

４ ケースワーカーの業務改善と労務改善～監査

人が見たもの聞いたこと～ 

⑶ 監査人の指摘・意見 

③ ケースワーカーの安全確保 

必要な場合に複数で家庭訪問に対応可 

能な体制を整備することが望まれます 

（合規性の観点からする意見）。 

健康福祉部第一福祉課，第二福祉課 

４ ケースワーカーの業務改善と労務改善～監査

人が見たもの聞いたこと～ 

⑶ 監査人の指摘・意見 

③ ケースワーカーの安全確保 

福祉事務所内において，職員の安全確保 

に留意が必要な面談を実施する際には， 

ケースワーカーと査察指導員が連携して対 

応することとしました。 

また，単独で家庭訪問を行うことにより 

危険が予測される場合には，あらかじめ査 

察指導員に相談の上，複数体制による訪問 

を行なうよう，徹底を図っております。 

 


