
Ⅲ オンブズマンの発意による調査（平成 2９年度） 

 生活保護業務の適切かつ効率的な執行に関する 

ケースワーカーへの支援について 

札幌市オンブズマン 杉岡 直人 

調査の趣旨（要約） 

札幌市では、生活保護受給世帯が年々増加しており、平成 28 年度末で保護

受給世帯総数は約 54,000 世帯、人員総数は約 73,000 人となっています。生

活保護業務に従事する職員（以下「CW」という。）の適正配置数は、社会福祉

法第 16 条で、CW 一人につき 80 世帯を標準と示されているところ、札幌市

の平成 29 年度の CW の定数は 646 人と、CW 一人当たりの担当世帯数は 80

を超えており、保護受給世帯数の増加に追い付いていないのが現状といえます。 

その中で、生活保護では、被保護者が他の法律又は制度による保障や援助を

受けることができる場合にはそれが優先されるため、CW には、関連する他法・

他制度について多くの知識が必要となります。また、それぞれの世帯によって

抱えている問題は様々であることから、CW には、それぞれの世帯に応じた指

導や支援が求められ、CW の職務は増大する傾向にあるといえます。 

一方で、札幌市の CW には新採用職員やこれまで生活保護業務に携わったこ

とのない職員が多いようであり、これまでオンブズマンに寄せられた生活保護

に関する苦情申立ての中には、制度等の理解不足や保護受給者への説明不足な

ど、CW としての知識や経験の不足に起因するものが少なくありません。 

CW 自身の努力により、生活保護制度や他法・他制度に関する知識を向上さ

せ、また、相手が理解しやすい説明を行う力を身に付けることも重要ですが、

増大する傾向にある CW の負担に対し、何のサポート体制も取られないという

ことであれば、CW の業務への意欲が低下し、その結果、それぞれの生活保護

受給世帯への支援が行き届かなくなってしまう恐れがあります。 

市では、知識向上を図るための研修とともに、生活保護の背景に対する理解

を深める研修や、生活保護受給者に対してどのような配慮が必要なのかなど、

対応に関する様々な研修を行っているようですが、生活保護業務に関する研修

やマニュアルを更に充実させ、マニュアルに具体的な事例を多く載せることで、

CW が判断する際の材料とできるようにするなど、適切かつ効率的な業務執行

のために、CW をサポートする体制を整えることも重要であると思います。 
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また、被保護者への扶助費の支給決定等の行政処分の判断は保護の実施機関

が行いますが、札幌市では、保護の実施機関は各区保健福祉部であることから、

法令やマニュアル等に明示されていない、いわゆる実施機関の裁量で判断され

ることについては、区によって対応が異なる場合も考えられます。これは、保

護の実施機関である区ごとに判断事例が蓄積されているために、同じ札幌市の

生活保護を所管する機関でありながら、その判断事例が、実施機関同士で適切

に共有されていないことに起因するものもあると思われます。 

このような生活保護業務が抱える問題点及びそれに対する意見については、

「平成 23 年度包括外部監査結果報告書（生活保護に関する事務の執行につい

て）」でも述べられているところではありますが、6 年近くが経った現在でも、

オンブズマンへの苦情申立ての内容から見ますと、残念ながら生活保護業務が

抱える問題が全て改善されたとは言い難い状況にあると考えます。 

以上のことから、今回、オンブズマンは、生活保護業務における問題点、特

に、CW の知識・対応能力の向上等、適切かつ効率的な生活保護業務の執行に

関する課題について、市がどのように認識し、その改善に向け、どのような取

組を行っているのか、また、今後どのような方針で取り組んでいくのか、発意

による調査を行うことといたしました。 

 

市の回答（要約） 

⑴ CW に対する研修の概要について 

札幌市では、平成 29 年度、CW への必修研修として、新任 CW 向けに４回、

２年次の CW 向けに１回、３年次の CW 向けに１回の研修を行いました。そのほ

か、任意受講の研修として、生活保護制度関連制度等研修を２回、単身入院担

当者向けの研修を１回行いました。 

新任 CW 向けの研修は、第１回目で、生活保護の理念や業務に当たっての心

構えと、基本的な知識及び技能を習得し、今後の業務に生かすことを目的に、

生活保護の仕組みや原理・原則、生活保護法の基礎や医療扶助の原則、世帯訪

問を行う際の留意事項やケース記録の書き方などについての講義を、第２回目

では、着任２か月の新任 CW が、実施要領や医療扶助、介護扶助の実務、自立

支援事業など、現段階で必要な知識、技能等を習得できるよう、医療扶助や介

護扶助の実務、札幌市の自立支援事業や実施要領の概要、マイナンバー制度の

概要などについての講義を行いました。第３回目では、着任４か月の新任 CW

が、実施要領や関係機関の業務、被保護者に対する対応の留意点等を理解する

とともに、被保護世帯への援助・指導等に関する問題や悩みを他区の CW と共
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有することで、今後の業務に対する意識の向上を図ることを目的に、保護費の

費用返還や費用徴収決定における注意点、法テラスの概要と業務、精神医学の

基礎知識に関する講義を行うほか、グループ内での事例検討などを行いました。

第４回目では、生活保護事務の実施において必要となる生活保護に関連した制

度の知識を習得することにより日常の業務に生かすことを目的に、年金制度、

子の養育に関する法的知識や手続などに関する講義を行いました。 

２年次の CW への研修では、実施要領に関する事例の検討を通じて業務上の

注意点等の認識を深めるとともに、生活保護に関連した制度の知識を習得する

ことにより日常の業務に生かすことを目的に、就労支援におけるハローワーク

の活用方法や保護の実施要領に関する事例検討を行いました。 

３年次の CW への研修では、実施要領に関する事例検討（演習）を通じて、

被保護者への効果的な説明について理解を深めるとともに、障がいがある方等

を就労支援に繋ぐ方法等を理解することにより日常の業務に生かすことを目

的に、障がい者支援施策の活用方法等に関する講義や、生活保護における説明

の向上についてグループ演習を行いました。 

任意受講の研修である関連制度等研修は、生活保護に関連した制度等の知識

を習得することにより、日常の業務に生かすことを目的に行っており、１回目

の研修では、児童相談所の業務や精神保健について、２回目の研修では、相続

や成年後見制度、任意後見制度、成年後見事業や日常生活自立支援事業に関す

る講義を行いました。 

CW 以外の保護課職員向けの研修として、新任面接員研修を２回、新任保護

課長研修を１回、新任査察指導員研修を３回、２年次査察指導員研修を１回行

っています。このほかにも、各区においても、年数回の研修を行っております。 

これらの研修の後には、受講者に対してアンケートを行い、当該研修の意義

や理解度について確認するとともに、CW からの意見を把握しております。 

また、保健福祉局総務部保護自立支援課（以下「保護自立支援課」という。）

では、毎年、生活保護法施行事務監査を行っており、監査結果（指摘率等の数

字）はもとより、検討会（保護自立支援課内で監査結果を決定するための会議。

各監査員の監査結果を持ち寄り、指摘の是非を話し合う）の場で、具体的にど

のような内容の指摘が多くなされているかを把握しております。監査で不適と

なったケースについては、改善の指摘を行っていますが、研修で講師を担う職

員は、監査員として監査に従事しているため、個々の台帳を読み込むことで、

監査上は不適とされない事例についても、どのような部分が弱いか等を把握す

ることができます。これらの結果を踏まえ、①現在は研修を行っていないが、

今後、研修で扱うべき事柄、②現状でも研修を行っているが、内容に不足があ

ったり変更が必要な事柄、等を検証しております。 

上記①の具体例としては、監査で台帳を読み込む中で、障がい等を有する被

保護者の就労支援に苦慮している事例が多数見られたため、平成 29 年度より、
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障がい者支援施策の活用方法等に関する研修を行うこととしました。また、CW

が相続に関する知識を欠いていると思われる事例や、自身で金銭管理を行うこ

とが難しい被保護者への対応に苦慮している事例が散見されたため、平成 29

年度は、関連制度等研修で相続と成年後見等に関する講義を実施しました。さ

らに、加算漏れ等の事例が散見されるため、平成 30 年度の新任 CW 研修におい

て、加算についても講義を実施する予定です。 

上記②の具体例としては、従前、医療扶助については、新任 CW 研修で２つ

の講義を行っておりましたが、医療扶助の監査結果は低水準が継続しており、

これは、新任 CW 研修では基礎的な内容しか説明しておらず、その後に研修の

機会がないことが一因と考えられるため、平成 30 年度は、３年次 CW 研修で、

より高度な内容の医療扶助の研修を実施する予定です。また、これまでも新任

査察指導員研修において、査察指導の役割についての講義を行っていましたが、

監査では、査察指導員がきちんとチェックしていれば不適とならない事例が多

く見られました。そこで、具体的なケース審査のポイントをまとめた資料を作

成し、平成 29 年 10 月実施の新任査察指導員研修から講義を行うこととしまし

た。さらに、就労支援相談員の活用が低調であり、本来活用すべき事例でも活

用を検討していない事例が多く見られたため、新任査察指導員研修の就労支援

の講義について、平成 29 年度からは就労支援アドバイザーも講師に加わり、

就労支援相談員の具体的な活用方法、活用すべき事例等についても説明を行う

こととしました。また、従前、子の養育に関する法的知識に関する講義につい

ては、関連制度等研修では実施していたものの、必修の研修では行っていませ

んでしたが、CW が養育費に関する知識を欠いていると思われる事例が散見さ

れたことから、新任 CW 研修で養育費に関する講義を実施することとしました。 

 

⑵ 生活保護制度に関するマニュアルの整備について 

保護自立支援課では、①運用事例集、②標準事務処理要領、③就労支援の基

礎知識、④不正受給防止マニュアル、⑤医療扶助事務の手引き、⑥移送の給付

の手引き、⑦介護扶助事務の手引き、⑧求償事務の手引き、⑨住宅扶助代理納

付の手引き、⑩OA 操作マニュアル、の 10 のマニュアルを整備しています。ま

た、生活保護手帳、別冊問答集、国や保護自立支援課からの通知、保護一係長

会議録等を横断的にキーワード検索できるシステム（ホゴモン）の運用も行っ

ています。今後もこれらの更新や改善に努めていきたいと考えております。 

 

⑶ 各実施機関同士の連携について 

各会議で開催頻度は異なりますが、定例的に課長会議、保護一係長会議、管

理係長会議、相談担当係長会議、OA 主任会議、研修推進委員会を開催し、必

要な情報共有を行っています。特に、保護一係長会議では、必要な業務連絡の

ほか、全市的に統一すべき事柄等について、協議や情報交換を行っています。 
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審査請求が行われた事例は、保護一係長会議で情報共有を行うほか、個人情

報を伏せた上で実例を公開し（CW もアクセス可）、情報共有を図っております。 

さらに、実施機関から、被保護者への扶助費の支給決定等に際し、保護自立

支援課に照会があり、それがこれまでにないケースの場合には、協議の上、回

答するとともに、その影響が大きいと判断されるものは、他区にも速やかに連

絡し、情報共有を図っております。さらに特に重要なものは、文書で各区に通

知するとともに、保護一係長会議で説明を行うなどしております。 

なお、重要かつ一般化する内容については、各 CW がその内容をそれぞれ確

認できるよう、生活保護運用事例集（電子媒体）に登録しております。 

 

⑷ CW の負担軽減につながる知識・対応能力の向上に関する取組とその成果 

保護課では、従前よりチューター（教育係）制を採用し、新任 CW の育成に

努めております。保護自立支援課の監査時等に CW にチューター制度について

聴取したところ、「先輩に相談しやすく、気配りもしてもらえる」、「職場の人

間関係は良好」との意見がほとんどで、CW の精神的負担の軽減や知識・対応

能力の向上についての取組の柱となっていることを確認しております。 

また、平成 28 年２月より、生保 OA システムを改修し、CW の負担軽減のた

め、以下の点の改善を行いました。 

ア システムに同時にアクセスできる人数制限を撤廃。 

イ システムでの一括の変更処理は、夜間に自動で行い、日中にシステムが全

体で使用できなくなる状態を解消。 

ウ 住宅基本台帳・税・保健福祉・市営住宅等のシステムとデータ連携し、他

法等の活用状況等の確認に必要な作業の負担軽減を図る。 

エ CW の訪問及び業務計画の策定をシステム化することで、日々の活動を支

援。策定した計画は査察指導員も確認できるようにし、査察指導を支援。 

オ ケース記録、相談履歴、受給履歴の電子化による情報共有を実現（ケース

記録は実施機関内、相談履歴及び受給履歴は市全体での情報共有）。 

このほか、各区に被保護者の求職活動を支援する就労支援相談員（全区で

30 名）や警察 OB の特別指導員（３名で各区巡回）、介護の点検・助言を行う介

護扶助点検指導員（２名で各区巡回）、就労支援アドバイザー（本庁に１名）、

レセプト点検員（本庁に１名）、債権管理員（３名。平成 29 年７月より導入。）

を配置するなどして、専門的な観点からの助言を行っております。 

これらの専門家の配置による効果としては、例えば、被保護者への就労支援

は個別具体的に実施する必要がありますが、専門的な知識を持った就労支援相

談員が集中的に支援を行うことで、対象者の早期就労、早期自立に結びついて

います。また、就労支援相談員の配置がなければ、就労支援に関する業務を全

て CW が行わなければならないため、就労支援以外にも様々な支援を担当する

CW の負担軽減にもつながっています。 

また、介護保険制度は専門性が非常に高く、CW の業務の中でもかなりの業

務負担が生じる部分であり、介護扶助点検指導員からの専門的な助言があるこ

と自体が、CW にとって大きな負担軽減となると考えられます。具体的には、40

歳以上 65 歳未満の医療保険の被保険者資格がない者で、特定 16 疾病（末期が

んや関節リウマチ等）により要介護・要支援状態にあるため、介護扶助を受け

ている者の障害福祉サービス等への切替え指導時におけるCWへの助言のほか、

本来はCWが行う介護給付費負担一覧表の資格点検等業務をCWに代わって行う

ことで、CW の業務が減ったという利点が挙げられます。 

市では、今後とも、これらの取組を継続することにより、実施機関同士の情

報共有や CW の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。 

 

オンブズマンの判断（要約） 

⑴ はじめに 

札幌市では、近年、生活保護受給世帯が増加しており、平成 30 年１月の保

護受給世帯総数は約 55,000 世帯、人員総数は約 73,000 人、保護率（人口 1,000

人当たりの被保護人員数）は 37.3‰となっています。被保護世帯が抱えてい

る問題は多種多様であることから、CW にはそれぞれの世帯に応じた指導や支

援が求められており、生活保護法・実施要領等を遵守すること、常に公平であ

ること（生活保護法第２条）、要保護者の資産、能力等の活用に配慮し、関係

法令制度の適用に留意すること（生活保護法第４条）に加えて、被保護者の相

談に応じ、必要な助言をすることや実態を把握し、事実に基づいて必要な保護

を行うこと、被保護者にも生活の維持向上に努める等の義務がある（生活保護

法第 60 条）ことから、被保護者がこれを果たすように配慮すること、さらに

は、常に研さんに努め、確信をもって業務に当たることが求められています。 

このように、CW には、被保護世帯への経済的な面からの支援のみならず、

様々な配慮なども求められており、増大する傾向にある CW の負担に対し、適

切なサポート体制が取られなければ、業務過多からくる疲弊が CW の意欲低下

を生じさせてしまうことが懸念され、結果として、生活保護受給世帯への的確

な対応が損なわれてしまう恐れがあります。そこで、今回、オンブズマンは、

適切かつ効率的な生活保護業務の執行に当たり、市が CW に対してどのような

支援を行っているのかに着目し、調査することとしました。 

 

⑵ 研修体制について 

保護自立支援課が実施した平成 29 年度の研修を見ますと、CW 向けの研修と

して、必修の研修と任意の研修、そして、面接員や査察指導員などの CW 以外

の職員向けの研修があります。 

必修の研修は、新任 CW 向けの研修は年４回実施されており、その内容は、
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また、介護保険制度は専門性が非常に高く、CW の業務の中でもかなりの業

務負担が生じる部分であり、介護扶助点検指導員からの専門的な助言があるこ

と自体が、CW にとって大きな負担軽減となると考えられます。具体的には、40

歳以上 65 歳未満の医療保険の被保険者資格がない者で、特定 16 疾病（末期が

んや関節リウマチ等）により要介護・要支援状態にあるため、介護扶助を受け

ている者の障害福祉サービス等への切替え指導時におけるCWへの助言のほか、

本来はCWが行う介護給付費負担一覧表の資格点検等業務をCWに代わって行う

ことで、CW の業務が減ったという利点が挙げられます。 

市では、今後とも、これらの取組を継続することにより、実施機関同士の情

報共有や CW の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。 

 

オンブズマンの判断（要約） 

⑴ はじめに 

札幌市では、近年、生活保護受給世帯が増加しており、平成 30 年１月の保

護受給世帯総数は約 55,000 世帯、人員総数は約 73,000 人、保護率（人口 1,000

人当たりの被保護人員数）は 37.3‰となっています。被保護世帯が抱えてい

る問題は多種多様であることから、CW にはそれぞれの世帯に応じた指導や支

援が求められており、生活保護法・実施要領等を遵守すること、常に公平であ

ること（生活保護法第２条）、要保護者の資産、能力等の活用に配慮し、関係

法令制度の適用に留意すること（生活保護法第４条）に加えて、被保護者の相

談に応じ、必要な助言をすることや実態を把握し、事実に基づいて必要な保護

を行うこと、被保護者にも生活の維持向上に努める等の義務がある（生活保護

法第 60 条）ことから、被保護者がこれを果たすように配慮すること、さらに

は、常に研さんに努め、確信をもって業務に当たることが求められています。 

このように、CW には、被保護世帯への経済的な面からの支援のみならず、

様々な配慮なども求められており、増大する傾向にある CW の負担に対し、適

切なサポート体制が取られなければ、業務過多からくる疲弊が CW の意欲低下

を生じさせてしまうことが懸念され、結果として、生活保護受給世帯への的確

な対応が損なわれてしまう恐れがあります。そこで、今回、オンブズマンは、

適切かつ効率的な生活保護業務の執行に当たり、市が CW に対してどのような

支援を行っているのかに着目し、調査することとしました。 

 

⑵ 研修体制について 

保護自立支援課が実施した平成 29 年度の研修を見ますと、CW 向けの研修と

して、必修の研修と任意の研修、そして、面接員や査察指導員などの CW 以外

の職員向けの研修があります。 

必修の研修は、新任 CW 向けの研修は年４回実施されており、その内容は、
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生活保護の理念や業務の心構え、生活保護の仕組みや原理・原則、生活保護法

の基礎や医療扶助の原則、世帯訪問の留意事項やケース記録の書き方、医療扶

助や介護扶助の実務など、基礎的な研修が多く組み込まれています。そして、

少し経験を積んだ２、３年次の CW 向けの研修では、就労支援におけるハロー

ワークの活用方法や保護の実施要領に関する事例検討、障がい者支援施策の活

用方法などの講義が行われており、極めて体系的かつ包括的な内容の研修が行

われています。 

新任の CW の場合、生活保護制度に関する知識がまだ十分ではない状態で一

人当たり 80 以上もの世帯を担当することになり、その負担や緊張感は、オン

ブズマンも容易に想像できるところです。これをサポートするのが係長や先輩

などの同僚職員となりますが、その職員もそれぞれ自分の業務を抱えているた

め、時期によっては、気軽に周りに相談できるような雰囲気ではない場合もあ

るかもしれません。このような点からも、包括的な研修の充実は、CW の負担

軽減の面からも重要な役割を担っているといえます。 

さらに、研修では、上記のような座学中心の講義に加え、グループワークも

導入されており、新任 CW 向けの研修では、グループ内での事例検討を通じて、

世帯の問題点、対応方法を理解するとともに、他区の CW と被保護世帯への援

助・指導等に関する問題や悩みを共有するための情報交換が行われています。

また、３年次の CW 向けの研修では、生活保護の制度や処分の内容等の説明の

意義及び効果的な説明方法に関するグループ演習が行われています。 

グループワークは、講義を受け身で聴くのとは異なり、自分の知識や経験、

考えを他のメンバーとの話合いの中で確認することができ、また、新たな気づ

きを得る機会につながるため、近年の教育・研修現場で盛んに用いられている

ものであり、CW に対する研修プログラムでも活用されていることは、大いに

効果が期待できるところです。 

これらの研修の成果については、各研修受講後のアンケートに加え、保護自

立支援課が毎年行っている監査において、個別のケースにおける問題や課題を

確認の上、それを各 CW や保護課にフィードバックしており、研修による一定

の成果は出ているものと思います。また、研修内容も、監査での指摘事項等を

基に翌年度の研修計画が立てられており、多くの複雑な制度を運用する CW の

状況を考えた研修体系になっています。 

このように、CW 等に対する研修は適切に行われているものと評価できます

が、その内容は、基礎的な知識や新たな制度に関するものが中心となっている

ように思われます。これまでオンブズマンに寄せられた苦情の中には、CW の

説明が曖昧でわかりづらい、対応が遅いなど、職員の市民対応に関するものも

多いことから、現在は、３年次の CW 向けの研修において、効果的な説明方法

に関する研修が行われていますが、新任や２年次の CW の研修にも、効果的な

説明方法や被保護者への対応に関する研修を組み入れる必要があるように思
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われ、市には、この点の検討をお願いしたいと思います。 

ところで、研修は CW の知識向上に欠かせないものであり、より充実した手

厚い研修が必要であることは言うまでもありませんが、CW が受ける研修には、

保護自立支援課が実施するものに加え、各区で実施する研修もあるとのことで、

研修が CW の日常業務を圧迫している面もあるのではないかと危惧します。現

在行っている研修の中には、資料を読み込んでもらうことで十分な性格のもの

もある可能性もありますので、市においては、適宜研修内容を見直し、CW へ

の知識伝達の方法について、研修以外の方法の検討もお願いしたいと思います。 

また、査察指導員への研修についてですが、査察指導員は CW の職務の遂行

を把握し、積極的にフォローする役割があり、生活保護業務の効率的かつ効果

的な遂行には、その役割が非常に重要となります。保護自立支援課が行う監査

で、査察指導員がきちんとチェックしていれば不適とならなかった事例が多く

見られたとのことであり、これまでの査察指導員への研修にはまだ不十分な点

がありましたが、監査結果を受け、市は、具体的なケース審査のポイントをま

とめた資料を作成し、平成 29 年 10 月実施の新任査察指導員研修から講義を行

うこととしたとのことです。適切に監査結果の検証を行い、その問題点の解決

のための取組を速やかに行っていることは評価できますので、市においては、

査察指導員への研修についても、監査結果等を踏まえ、適宜研修内容の見直し

を行っていただきたいと思います。 

 

⑶ マニュアルの整備及び実施機関同士の情報共有について 

オンブズマンに寄せられた苦情申立ての内容は、収入認定や一時扶助支給の

ような、保護費の額に関するものがかなりの割合を占めています。これらの原

因は、CW の基礎的な知識の不足によるものもありますが、実務においては、

個々の実情に応じた対応が求められることも多いと思われます。例えば、実施

要領において、一時扶助の支給の要件の中に、「やむを得ない」や「真にやむ

を得ない」等の表現がありますが、両者の違いなど、マニュアルや研修だけで

はわからない、各実施機関のノウハウ、裁量や経験に委ねられるものも多いと

思われます。また、保護の実施に関する決裁は、その多くが各課長が最終決裁

権者となっており、各実施機関の裁量に委ねられる部分については、その裁量

の幅が、同じ札幌市でありながら、全実施機関で統一されていないものや、そ

もそも実施機関内においても異なっているものが少なくないと考えられます。 

被保護世帯が置かれている状況はそれぞれで異なり、場合によっては、統一

した基準を厳密に運用することで、かえって支障が出る可能性も考えられます

が、他の実施機関が持つ多くの実績や事例を参考にできるような仕組があるこ

とによって、よりよい判断が可能となることも多いと思われます。 

市では、10 のマニュアルを整備するとともに、生活保護手帳や別冊問答集、

国や保護自立支援課からの通知等を横断的にキーワード検索できるシステム
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の運用も行っているとのことでした。また、全市的に統一すべき事柄等につい

ては、保護一係長会議で協議や情報交換を行っているほか、被保護者への扶助

費の支給決定等に際し、実施機関から保護自立支援課に照会があった場合、そ

れがこれまでにないケースで、その影響が大きいと判断されるものについては、

他区にも速やかに連絡し、情報共有を図るなどしているとのことですが、細か

いノウハウや事例についてまではマニュアルに掲載されておらず、実施機関同

士で共有されているわけではないようです。しかしながら、CW が日々直面し、

判断が必要なものは、そのような細かい事例によるものが多いと思われること

から、市においては、各実施機関の協力を仰いだ上で、一時扶助で支給可能な

ものの具体例等、実務において有用な情報や事例を、係長や CW が気軽に随時

確認できるような仕組みを作る必要があるように思います。 

ここで、情報共有に関する取組の中から、保健福祉局障がい保健福祉部障が

い福祉課（以下「障がい福祉課」という。）の事例を挙げてみます。その内容

は、各区から障がい福祉課への問合せは、「障害福祉サービス関連質問票」と

いう質問票を活用し、この質問票に沿って回答することで、質問の照会・回答

の流れを整理するというものです。これは、「障害福祉サービス関連質問票 Q&A

集」として、一つの区の質問が他の区でも確認できるように活用されています

が、その内容を見ますと、現在 66 の質問が、照会分野、分類、照会内容（項

目、要旨）、回答、参考資料等に区分されており、丁寧な回答や解説がなされ

ています。 

生活保護においても、実務で有用な情報や事例が整理され、すぐに確認でき

るような仕組みを作ることにより、CW が細かな課題について容易に対処する

ための一助となることが期待できます。障がい福祉課の取組を参考に、このよ

うな仕組みを導入することを、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

⑷ 生保 OA システムの改修について 

市では、平成 28 年２月より生保 OA システムを改修し、システムに同時にア

クセスできる人数の制限を撤廃したり、システムで一括の変更が可能な処理に

ついて、夜間に自動で行えるようになるなど、その利便性が高まりました。ま

た、CW の訪問や業務計画の策定をシステム化し、査察指導員も策定計画を確

認できるようにすることで査察指導を支援できるようにするなど、CW の日々

の活動を支援できるようになったということですので、CW の負担軽減につな

がっているものと思います。 

ただ、システムの機能の向上により、反応に時間を要したり、また、使い方

が難しくなり、せっかくの便利な機能を適切に使いこなせていない職員もいる

のではないかと思われます。市では、OA 操作マニュアルを整備していますが、

それに加え、システムの効果的な使い方について、職員に対する適切な指導を

継続することができるようお願いするとともに、システム自体をより使いやす
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いものとするよう、常に見直しをするようお願いしたいと思います。 

 

⑸ 専門家の配置について 

市では、就労支援相談員や特別指導員、介護扶助点検指導員、就労支援アド

バイザーなどの専門家を配置し、専門的な観点から助言を行っています。 

このうち、例えば、被保護者の求職活動を支援は、個別具体的に実施する必

要がありますので、専門的な知識を持ち、面接時の留意事項等のアドバイスな

ど手厚い支援ができる就労支援相談員や就労支援アドバイザーが集中的に支

援を行う方が、より早期の就労に結びつくことが期待できます。ただ、監査で、

就労支援相談員の活用が低調であり、本来活用すべき事例でも活用を検討して

いない事例が多く見られたとのことで、新任査察指導員研修の就労支援の講義

において、平成 29 年度からは就労支援アドバイザーも講師に加わり、就労支

援相談員の具体的な活用方法や活用すべき事例についても説明を行うことと

したということでした。せっかく専門家を配置しても、その活用が低調であれ

ば無意味となってしまいますので、査察指導員のみならず、CW に対しても、

就労支援相談員の活用方法や活用すべき事例についての指導をお願いしたい

と思います。 

また、介護保険制度については、障がい福祉サービスと介護保険サービスの

適用に関する知識が必要となり、その制度は年々複雑化しています。もちろん、

CW がこうした他法他施策に関する知識を身に付けていくことが理想的ではあ

りますが、日々の通常業務でも多忙となっており、そのような中で、CW が全

ての知識を身に付けることと現実的ではありませんし、また、心理的にも大き

な負担となることは容易に想像できるところです。 

そのため、介護保険制度に関する専門的な知識を有し、専門的な観点から

CW に助言することができる介護扶助点検指導員の存在は、生活保護法による

介護扶助の適正化という観点のみならず、CW の負担軽減という観点からも有

用であると考えます。実際にオンブズマンがある区の保護課を訪問し、査察指

導員に話を伺ったところでは、CW も非常に助かっているという意見が多いと

のことでした。 

市によると、現在、介護扶助点検指導員は全市で２名とのことであり、その

一方、市から提出を受けた資料によりますと、平成 29 年度の点検件数は、北、

豊平、清田、南、西区で約 4,900 件、中央、東、白石、厚別、手稲区で約 5,600

件とのことで、業務量に対し、介護扶助点検指導員の数が足りないのではない

かと感じました。市においては、予算等の制約もあるため、費用対効果を検証

した上でということになるとは思いますが、今後も高齢者の生活保護受給者が

増えていくことが予想されることから、介護扶助点検指導員の増員を含めた効

果的な活用をぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

ただ、介護扶助点検指導員等の専門家の配置の成果や有効性が認められる一
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方、留意しなければならないことは、CW が、生活保護を必要としている市民

に対し、その世帯の固有の生活問題を見極め、必要な支援を展開するという自

身の役割の大きさを自覚し、被保護者の生活問題解決について意識することが

非常に重要であるということです。CW にとって関わりが困難なケースに対し

て、専門的な立場から関わることができる職員を雇用し活用することは、CW

がその分野の知識を自分のものとして身に付ける機会を少なくし、包括的な判

断能力を低下させるリスクにもつながります。こうしたリスクを回避するため

に、事例検討会等を活用するなどして業務全体を把握できる機会を設けるなど

し、CW の力量を維持・向上させることを考える必要があるように思います。 

 

⑹ 保護課の職員の配置について 

生活保護を必要とする市民に対し、自立した生活を送ることができるように

必要な支援を行う行政の基本的な役割は、被保護者の自主的な生活維持や再建

のための意欲を支えることにあります。 

これまで見てきたとおり、札幌市では、監査で指摘された問題を基に研修計

画を立てるなど、CW が適切かつ効率的に業務を遂行できるよう、その支援に

向けた様々な取組が適切になされています。 

生活保護業務は極めて多岐に渡り、かつ複雑な内容を有しており、様々な経

験が求められる業務である一方、札幌市の CW は、新採用職員などの若手の職

員が多い状況です。市では、新任の CW に必修の研修を年４回行い、そのほか

任意の研修を設けるなどしていますが、それ以外にも CW に求められる知識に

は相当なものがあります。また、着任当初は、生活保護制度に関する知識がま

だ十分ではない状態で業務に臨まなくてはならず、その負担感の大きさはオン

ブズマンも想像できるところです。これをサポートするのが周囲の職員となり

ますが、オンブズマンは、今回の発意調査やこれまで調査してきた案件から、

豊富な経験を持つ職員の配置が不十分ではないかとの印象を抱きました。保護

課への人員の配置については、市の人事施策全体に関わることであり、オンブ

ズマンが軽々に判断することはできませんが、オンブズマンへの苦情申立ての

中には CW としての経験不足が要因となっているものも多いことから、豊富な

経験を持つ先輩職員が身近にいることは、被保護者への適切な支援という観点

からも非常に有効であり、また、まだ経験の浅い CW にとって心強いものであ

ると思います。 

 

  これまで、生活保護業務の適切かつ効率的な執行に関する CW への支援につ

いて見てきましたが、CW 等への研修は充実している一方、実施機関同士の連

携がまだ十分とはいえないなどの問題点も見受けられます。札幌市は、他の

政令指定都市と比べて就業機会が多いとはいえず、過去５年間の保護率は

38‰前後で、大阪市に次いで政令指定都市で全国第二位の保護率となってい
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ます。また、高齢者世帯や傷病者、障がい者世帯などの割合が増え、CW には、

担当する被保護世帯の増加による業務量の増加に加え、関連する制度の知識

も多く求められるようになりました。 

さらに、平成 30 年１月に札幌市で起きた生活困窮者支援を目的とした共同

住宅の火災事故を受け、厚生労働省は、同年３月、CW が生活保護受給世帯を

訪問する際、火災報知機の有無や避難路の状況等の防火点検を実施するよう、

各自治体に通知したとのことで、新聞報道によりますと、札幌市では、同年５

月以降、CW による防火点検を始めるようです。これにより、CW の業務は更に

増えることになりますし、また、被保護者の安全や生命に関わることであるこ

とから、心理的な負担も懸念されるところです。 

 

市においては、CW の本来の役割である、被保護世帯への支援が適切に、ま

た効率的に行われるよう、今後とも尽力されることを期待いたします。本発意

調査が CW への適切な支援につながり、札幌市が多くの人員と予算を投入して

行っている生活保護業務が、自立した生活を求める市民への支援としてふさわ

しく評価されることを願います。 

（調査結果通知：平成 30 年５月） 
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