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目 
的 

対 象 生活困窮者，生活保護受給者 
意 図 自立して生活をおくることができる，健康で文化的な生活をおくることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ100＞ 

生活保護制度の適正な運用により健康で文化的な最低限度の生活を保障します。また，自立に向けて継続的な支援を

実施していきます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 就労（増収）により自

立した世帯の割合【☆】 
8.0% 7.0% ２.９％ ４.9％ 

5.0％程度 

（毎年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 就労（増収）により自立した世帯の割合【☆】 
生活保護廃止世帯のうち就労（増収）により自立した世帯が占める割合は，平成２８年度に比較して２

ポイント増加しました。なお，目標値との比較では０.１ポイント下回っています。 
平成２９年度は，本指標の分母である「生活保護廃止世帯数」が平成２８年度から１１％減少した一方

で，分子である「就労により自立した世帯数」が平成２８年度から５０％増加したことから，平成２８年
度を上回る結果になりました。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１０-１ 生活困窮者の自立支援 

平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき開設した，ワンストップ型相談窓口「調布

ライフサポート」（社会福祉協議会へ委託）では，生活困窮者の生活に関する包括的な相談を受け，生活

上の課題整理を行ったうえで，その人に最適な支援プランの作成や他制度，他支援の情報提供，相談への

同行支援等を行いました。 

 就労支援が必要な方にはハローワークや民間職業紹介事業者と連携を図りながら，カウンセリングや職

業紹介など就労に向けた支援を行い，生活困窮者の自立の促進を図りました。 

 離職により経済的に困窮し，家賃の支払いが困難な方に「住居確保給付金」制度の活用ができるよう審

査書類等の手続き支援を行い，住居確保給付金を支給したことにより，生活困窮者の自立の促進を図りま

した。 

 平成２７年度に開始した，調布市子ども・若者総合支援事業『ここあ』において，生活困窮世帯や生活

保護受給世帯の中学生を対象に，学習支援コーディネーターと学生ボランティアによる進学に向けた学習

サポートや学習習慣取得のための支援を行い，進学や学習意欲等の向上に繋げました。また，子ども生活

部と連携を図りながら運営を行い，貧困連鎖の防止に取り組みました。  

 

 

１０-２ 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援 

平成２９年度末の調布市における被保護世帯及び人員は，２，５０９世帯（前年比７４世帯増）， 

３，０６９人（６５人の増）でした。また，生活福祉相談については，延べ１，３１０件で，前年度比 

５８件が増加しました。 

 こうしたなか，平成２９年度も，国が掲げる「漏給防止」，「濫給防止」，「自立支援」の３点を柱に適正

な保護の実施に努めました。 

 「漏給防止」の取組として，生活保護の相談の際には，相談者に対して，生活保護制度等についての十

分な説明を行い，申請の意思表示をされた方には，速やかに申請書を交付するとともに申請手続きについ

ての助言を行いました。また，必要な方が生活保護に繋がるよう，地域の方々からの情報提供等に対して

は，迅速に現場確認に努めました。 

 「濫給防止」の取組として，生活保護の開始時の資産調査や扶養照会，課税状況などの必要な調査を実

施するとともに，被保護者へ収入申告の必要性，届け出義務について説明を行い，定期的な収入申告の提

出を求めました。また，生活保護の実施要領の改正に基づき，引き続き資産申告の実施を行うなど，保護

の適正な実施に努めました。 

「自立支援」の取組として，被保護世帯の生活状況等を把握し，自立助長に向けた適切な指導援助を行

うため，査察指導員が各ケースワーカーに年間訪問計画の策定と活発な訪問活動の実施を働きかけるとと

もに，その進行管理に努めました。就労支援では，就労支援員が，庁内ハローワークや民間職業紹介事業

者の就職サポート事業を活用し，被保護世帯の経済的な自立の促進を図りました。身体的な事情等から金

銭管理が困難で，かつ，親族等が代理で行うことができない被保護者に対しては，金銭管理の支援を行い，

日常生活の自立の促進を図りました。また，次世代育成支援として生活保護受給世帯の小・中学生を対象

に，学力の向上と高校進学を目的として，通塾代等の助成（中学３年生は２０万円に拡大）を行いました。  

また，必要な被保護者に対し，就労や地域生活支援を目的として，スーツ代やアパートの鍵交換費用等

を助成する自立促進事業を展開しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき，調布市社会福祉協議会に委託し，ワンストップ型相談窓口「調布ラ

イフサポート」を開設した。 

・生活困窮者から１３３件の新規相談があり，７２人に就労支援を実施，４５人の方が就職し，自立の促進が図れた。 

・離職により困窮し，家賃の支払い困難者９人に住居確保給付金を支給することで，生活困窮者の自立の促進が図れた。 

・調布市子ども・若者総合支援事業『ここあ』を開始し，生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の中学生４人が延べ６２回学習支援を

受けたことにより，受講者の学習習慣の取得等に繋げることができた。 

・就労支援対象者は前年度に比較して４３人増加の３９６人となり，そのうち１４２人の方が就労し，１６世帯が生活保護から自立

することができた。 

・自ら金銭等の管理を行うことが困難で，かつ，金銭等の管理を行う者がいない被保護者５９世帯に金銭管理支援を行うことにより，

日常生活の自立の促進が図れた。 

・小学４年生から中学３年生までの児童生徒を対象とした通塾代等の助成を２２人の被保護者が利用することにより，学習環境の向

上に繋げることができた。 

 

（平成２８年度） 

・生活困窮者から１１９件の新規相談があり，そのうち４９人に就労支援を実施。昨年度から就労支援を継続している困窮者を含め

５９人が就労し，自立の促進が図れた。 

・離職により困窮し，家賃の支払困難者８人に住居確保給付金を支給したことで，生活困窮者の自立の促進が図れた。 

・生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の中学生１２人が延べ３１８回学習支援を受けたことにより，受講者の学習習慣の取得等に繋

げることができた。 

・就労支援活動を行った延べ人数は前年度に比較して６９人減少の３２７人となり，１２１人の方が就労し，８世帯が生活保護から

自立することができた。 

・自ら金銭等の管理を行うことが困難で，かつ，金銭等の管理を行うものがいない被保護者７０世帯に金銭管理支援を行ったことに

より，日常生活の自立の促進が図られた。 

・小学生及び中学生の児童生徒を対象とした通塾代等の助成を２８人の被保護者が利用したことにより，進学や学習環境の向上に繋

げることができた。 

（平成２９年度） 

・生活困窮者から１１７件の新規相談があり，そのうち５２人に就労支援を実施。昨年度から就労支援を継続している困窮者を含め

４７人が就労し，自立の促進が図れた。 

・離職により困窮し，家賃の支払困難者１０人に対して住居確保給付金を支給し，そのうち８人が就労に結びついたことで，生活困

窮者の自立の促進が図れた。 

・生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の中学生２０人が延べ５６２回学習支援を受けたことにより，受講者の学習習慣の取得等に繋

げることができた。 

・就労支援活動を行った延べ人数は前年度に比較して１３６人減少の１９１人となり，８８人が就労し，１３世帯が生活保護から自

立することができた。 

・自ら金銭等の管理を行うことが困難で，かつ，金銭等の管理を行うものがいない被保護者９０世帯に金銭管理支援を行ったことに

より，日常生活の自立の促進が図られた。 

・小学生及び中学生の児童生徒を対象とした通塾代等の助成を３４人の被保護者が利用したことにより，進学や学習環境の向上に繋

げることができた。 

 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 就労（増収）により自立した世帯の割合【☆】 
（目標値：5.0％程度（毎年度） 現状値：4.9％） 

◎ 

【要因・課題】 

指標の分母である生活保護廃止世帯数が平成２８年

度から１１％減少した一方で，分子である就労によ

り自立した世帯数が平成２８年度から５０％増加し

た。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①平成２６年８月に，多摩地域では２番目となる先駆的な取組と

して，市役所内にハローワークの常設窓口を設置し，就労支援対

象者への支援に取り組んだ。 

②平成２７年４月に生活困窮者を対象とした相談・支援窓口，ワ

ンストップ型の「調布ライフサポート」を開設した。 

③平成２７年１０月に子ども・若者総合支援事業『ここあ』を開

設した。（「Ｎｏ１９ひとり親世帯の子ども学習・相談支援事業（施

策０４）」及び「Ｎｏ３１子ども・若者総合相談事業（施策０６）」

と連携） 

④生活保護受給世帯に対する金銭管理支援の対象枠の拡充が図れ

た。 

⑤生活保護受給世帯に対する通塾代の対象学年の拡充が図れた。 

 

 

①２６市では調布市を含め４市のみ常設している。 

②相談者の増加を図るため，さらなる周知が必要である。 

③利用者の増加を図るため，さらなる周知が必要である。 

④利用者の増加を図るため，さらなる周知が必要である。 

⑤利用者の増加を図るため，さらなる周知が必要である。 

 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

 

 

 

 

 

 

 

      
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・生活困窮者に対する支援 

  生活困窮者自立支援法に基づき，生活保護に至る前の段階の自立支援を図るため，支援窓口であるワンストップ型の「調布ライ

フサポート」の設置や居住確保給付金の支給，就労準備支援事業を開始するとともに，子ども・若者総合支援事業『ここあ』を開

設し子どもの学習支援を実施した。 

・生活保護制度の適正運用の推進 

  生活に困窮している最後のセーフティネットとして，生活保護制度の適正な運用を行った。 

・就労支援の充実 

  市役所内にハローワークの常設窓口を設置・連携し，就労支援対象者への相談・支援を行った。 

・社会的な自立に向けた体制づくりの推進 

  生活保護受給者の自立促進を図るため，ケースワーカーが各関係機関と連携しながらきめ細やかな訪問活動を行うとともに，金

銭管理支援や次世代支援にも取り組み，自立に向けた体制づくりに寄与した。 

   

 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・生活保護に至る前の生活困窮者の自立支援や低所得者・離職者支援を引き続き推進する。 

・生活保護制度の適正な運用により，健康で文化的な最低限度の生活を保障する。 

・生活保護受給者の就労支援及び日常生活や社会生活における自立支援を充実する。 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①生活困窮者自立支援法の施行に伴い，平成２７年４月１日から生活困窮

者自立支援事業が市区町村で実施されている。 

②国では生活保護法の改正を行い，就労による自立促進，不正受給対策の

強化，医療扶助の適正化等を進めている。 

③全国の生活保護受給者数は約２１２万人。平成２７年３月をピークに減

少に転じた。生活保護受給世帯数は約１６４万世帯。高齢者世帯の増加に

より，世帯全体は増加しているが，高齢者世帯以外の世帯については減少

傾向が続いている。（平成３０年２月時点） 

④国では平成２９年度に生活困窮者自立支援制度の在り方の検討及び生

活扶助基準の検証を行い，平成３０年度は５年に１度の生活保護制度の見

直し（生活保護基準の見直し，進学準備給付金の創設等）が実施された。 

 

 

①生活困窮者への対応として，どのような支援（任意

事業）が効果的であるか，他市における取組を参考に

市としての対応を検討する必要がある。 

①「調布市地域福祉計画（平成３０年度～３５年度）」

においては，生活困窮者自立支援方策を掲げた。 

②就労支援プログラムへの参加者となりえるか，適切

にその対象者を把握する必要がある。 

②医療扶助の適正化を推進するため，被保護者の健康

状態を把握する必要がある。 

③増加する高齢者世帯に対応するため，高齢の被保護

者の自立支援を拡充する必要がある。 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

平成３０年３月現在の保護率比較 

（東京都及び２６市の数値は，都福祉保健局月報（福祉・衛生行政統計） 

・東京都は２１．２‰で前年同月比０．１ポイント減少した。 

・２６市は１７．８‰で前年同月と同数値 

・調布市は１３．１‰で前年同月比０．１ポイント増加した。 

（２６市中，高位から２３番目） 
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４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，市民同士のつながり，交流を持ち，困っている人がいたら支え合うとともに，必要に応じ支援機関につないでいきます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・生活困窮者自立支援事業については，子ども生活部との連携はもちろんのこと，各種相談事業を所管する庁内関係部署との連携

や，地域福祉コーディネーター，ハローワーク等の外部の関係機関等とも緊密に連携する必要がある。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・平成２６年８月に多摩地域では２番目となる先駆的な取組として，市役所内にハローワークの常設窓口を設置し，就労支援対象

者への支援に取り組んでいる。 

・民間職業紹介事業者による意欲喚起を行うなど，民間事業者のノウハウを活用した職業支援の仕組みづくりを行っている。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・行政とハローワークや民間職業紹介事業者との相互連携の強化をさらに図っていく必要がある。 

 

 


