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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 

生活保護に至る前の生活困窮者の早期把握に努め，個々の状態に応じた適切な支援を行うとともに，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，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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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【☆】 
7.0% ２.９％ ４.9％ ５.０％ 

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２９年度と比較して 
０．１ポイント増加しました。平成３０年度は，本指標の分母である「生活保護廃止世帯数」分子である

「就労により自立した世帯数」ともに増加したことから，平成２９年度を上回る結果となり，目標値を達

成しています。 

 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 就労支援対象者のうち，就

労・増収した者の割合 

地域や関係機関と連携を図りながらきめ細かな支援を行

い，就労支援対象者の9割を就労・増収につなげていく

ことを目標とした。 

（生活困窮者自立支援制度に関する支援状況調査） 

87.0％ 

（平成29年度） 

90.0% 

（令和4年度） 

２ 就労支援事業等の参加者の

うち，就労・増収した者の割合 

ケースワーカー・専門支援員が関係機関と連携を図りな

がらきめ細かな支援を行い，就労支援事業等の参加者の

半数を就労・増収につなげていくことを目標とした。 

（生活福祉課資料） 

46.1% 

（平成29年度） 

50.0% 

（令和4年度） 

 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

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，生活困窮者世帯や生

活保護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，貧困の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３０年度末の調布市における被保護世帯及び人員は，２，５４４世帯（前年比３５世帯増）， 

３，０７２人（３人の増）でした。また，生活福祉相談については，延べ１，２９７件で，前年度比１３

件増加しました。 

 こうした中，平成３０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，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世帯の小・中学生，高校生を

対象に，学力の向上と進学を目的として通塾代等の助成や，大学等受験費用の助成を行いました。 

 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３０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３０年度における施策の成果についての総括 
・生活困窮者から３４８件の新規相談があり，そのうち５７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

めて50人が就労し，自立の促進が図れた。 

・離職により困窮し，家賃の支払い困難者５人に対して住居確保給付金を支給し，そのうち３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。 

・生活困窮者世帯及び生活保護受給世帯の中学生36人が延べ７９３回の学習支援を受けたことにより，受給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５人増の１９６人となり，９９人が就労し，１５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なうことが困難で，かつ金銭等の管理を行う方がいない被保護者８８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を対象とした通塾代等の助成を 31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。 

・新たに助成を開始した高校生の学習整備支援費は１人，大学等進学支援費は１人（２件）の被保護者が利用した。今後は大学進

学へ向けての支援が増加することが見込まれる。 

※貧困の連鎖を断ち切り生活保護世帯の子どもに自立を助長するため，平成30年度の生活保護法の改正により，大学等に進学し

た際に一時金を支給する「進学準備給付金」制度が創設され，また大学等進学後も転居せず引き続き出身世帯から通学する場合に

住宅扶助費を減額しない措置が講じられている。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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。※ひとり親世帯の子ども学習・相談支援事業（施策０４）

及び子ども・若者総合支援事業（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。 

⑥生活保護受給世帯に対する大学等受験料費用の助成が図れた。 

①２６市では調布市を含め４市のみが常設している。 

 

 

②相談者の増加を図るため，関係機関と連携をしながらさらなる

周知が必要である。 

③利用者の増加を図るため，子ども生活部と連携しながらさらな

る周知が必要である。 

 

④利用者の増加が見込まれるため対象世帯数の拡充が必要であ

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。 

⑥利用者の増加を図るため，さらなる周知が必要である。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

 

 

 

 

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策10 セーフティネットによる生活支援） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括及び評価 
・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，ワンストップ型の支援窓口である「調布ライフ

サポート」を設置し，自立相談支援事業や住居確保給付金の支給を行ったことにより，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」を開設し，生活困窮世帯・生活保護世帯の中学生の学習環境の向上に効果が見られた。その点か

ら，さらなる充実が求められる。 

・就労支援の充実 

 ハローワークとの連携により，市役所内に常設窓口を設置することで利便性を図り，就労支援対象者への相談支援を拡充すること

ができた。今後もこの連携を深化させ，就労相談の充実に努める必要がある。 

・生活保護制度の適正な運用の推進 

 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い，真に保護を必要とする方に対して確実に

保護を実施した。 

・生活保護受給者の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，ケースワーカーがきめ細かな訪問活動を行うとともに各関係機関と連携しながら被保護者

の就労を支援した。金銭管理支援事業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。今後も，この体制の充実に

努める必要がある。 

 

 

 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

  

 

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２09万人，生活保護受給世帯数は約

１６４万世帯。生活保護受給者数及び受給世帯数は前年同月と比較し

て減少している。世帯類型別世帯の割合では高齢者世帯が増加傾向に

あり，それ以外の世帯については減少傾向が続いている。（平成３１

年２月時点） 

①生活困窮者への対応として，令和元年度から自立相談

支援事業に加え，就労準備支援事業と家計改善支援事業

を一体的に実施し支援体制の強化を図ったため，今後は

利用促進に努める必要がある。 

②令和元年以降順次改正予定となっている就労支援事業

について，国の動向を踏まえながら，現在実施されている

就労支援について見直しや改善を検討していく必要があ

る。また，医療扶助の適正化を推進するため，後発医薬品

の使用原則化に伴う利用促進に努め，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
自
治
体
等
の
動
向
等 

平成３１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）による） 

・東京都は２０．８‰で前年同月比０．４ポイント減少した。 

・２６市は１７．６‰で前年同月比０．２ポイント減少した。 

・調布市は１２．９‰で前年同月比０．１ポイント減少した。 

（多摩２６市中，上位から２２番目） 

 

 

 

 

 

そ
の
他 

①令和元年１２月から年金生活者支援給付金が支給される。 ①対象となる被保護者に対して請求手続きに関する必要

な助言指導を行い，生活保護の適正な実施に努める。 

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） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・生活困窮者に対する支援 

 就労・心身の状況，地域社会との関係性など，様々な事情により，最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある生

活困窮者について，生活保護に至る前の段階から自立支援を図るため，本人の状態に応じた包括的かつ継続的な支援を実施する。

自立相談支援に加え，新たに就労準備支援，家計改善支援を一体的に実施し，支援体制を強化するとともに，住居確保支援を引き

続き実施する。 

・生活困窮世帯等の子どもの学習支援 

 生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を行うとともに，生活困窮世帯の子どもとその保護者に対

する生活面も含めた支援の充実を図るなど，貧困の連鎖の防止や自立の促進のための取組を推進する。 

 

・生活保護制度の適正運用の推進 

 生活に困った人の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います。また，電子レセプトを活用した重点

的な点検指導等による医療扶助の適正化や資産調査等の取組を強化する。 

・生活保護受給者の就労支援の充実 

 ケースワーカー，専門支援員がハローワーク等の関係機関と連携を図り，生活保護受給者の意向や適性に応じ，一体となって受

給者に対する就労に関する相談・支援を行う。 

・生活保護受給者の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を促すため，ケースワーカーが関係機関と連携しながらきめ細かな訪問活動を実施する。また，子どもの

健全育成支援の強化として，生活保護世帯の子どもに対する学習支援に取り組む。 

 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
◎被保護者健康管理支援事業 

平成３０年の生活保護法の改正により，データに基づいた生活習慣病の予防に係る「被保護者健康管理支援事業」が創設され，

令和３年１月から必須事業として施行される。 

事業を開始するにあたり，令和元年度は準備段階として，保険年金課が既に行っているデータヘルス計画を参考にし，医療情報，

社会資源等により調布市における健康課題を把握・分析し課題を把握する。事業の円滑な実施に向け，レセプト管理システム等に

おいて医療扶助レセプトを利用した調査・分析・対象者の抽出を簡便に実施するため，必要に応じてシステムの改修を行う，また，

同行支援員や非常勤保健師等の雇用による事業計画の策定に取り組む。 

 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，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籍係部署との連携

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

調布市における自殺の特徴として，生活困窮に関する方が多いという点があったため，生活困窮者の自立支援を行う過程で，関

係部署等と連携し自殺対策を図る必要がある。 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 
 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

平成３０年１０月の生活困窮者自立支援法の改正により生活困窮者の定義が明確となり「就労の状態・心身の状況・地域社

会との関係性その他の事情」により困窮している対象者に対して，早期的かつ予防的な観点から支援を含め適切かつ効果的に

支援をしていくこととされている。その「地域社会との関係性」については，地域社会からの孤立の視点も含め地域社会との

希薄化を意味するものであり，引きこもり状態も含まれる。平成３１年４月から実施している生活困窮者就労準備支援事業（社

会福祉協議会へ委託）では，法改正により年齢制限が撤廃となったことから，個々の困窮の状況に応じて，自立した生活を送

れるように支援する。 

そのため，地域の多様な主体による支え合い体制の構築に向けて，地域福祉コーディネーターをはじめ地域包括支援セン 

ター・地域支え合い推進員・民生委員・こころの健康支援センター等他機関との連携が必要である。 

 

 
  



（施策10 セーフティネットによる生活支援） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

● ●        

        

 

●       ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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。 

 

○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—ワークの常設窓口を設置し，就労支援対策

車への支援に取り組んでいる。 

 

（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） 

・行政機関である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。 


