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Ⅵ 生活支援課 
 

 １ 事務係 

   戦傷病者や戦没者の遺族に対する特別給付金等の申請受付を行っています。30年度は「戦没者等の

遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、「第 10回 戦没者等の遺族に対する

特別弔慰金」の国債交付を引き続き実施し、127件を交付しました。 
 

 ２ 生活支援係 
 

 ＜生活保護制度の実施＞ 

  生活保護法に基づき、生活保護制度の実施を行っています。 
 

 
 

    日本国憲法第 25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、
この権利を具体的に実現するために設けられたのが生活保護制度です。生活保護制度は、生活に困って
いる人々に対して、最低生活を保障するだけではなく、将来的な自立の援助を行うことも目的としてい
ます。 

 
    生活保護制度には、次の４つの基本的原理があります。 
 
    ア 国家責任の原理 
      国の責任において「生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を

行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」としています。 
    イ 無差別平等の原理 
      「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受

けることができる。」とされています。 
    ウ 最低生活の原理 
      「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができ

るものでなければならない。」とされています。 
    エ 補足性の原理 
      「保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低

限度の生活のために活用することを要件とし」、また「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律
に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」とされています。 

      働ける人は能力に応じて働き、他の法律や制度で受けられるものは全て受けていただいて、援助
可能な扶養義務者からの援助を受けても、世帯全体の収入が、最低生活費に満たないとき、不足分
を保護費として支給します。 

 

  (1) 保護申請・相談業務 

   ア 生活保護制度の相談窓口の設置 

   イ 保護を必要とする本人又は親族の来所による相談・申請 

   ウ 担当ケースワーカーが直接自宅や関係先を訪問し、生活の実情を調査 

   エ 調査結果に基づき、申請者に対して生活保護の要否を決定 

   オ 保護開始後、担当ケースワーカーが自宅や施設を定期的に訪問し、保護世帯の自立に必要な援

助・指導等を実施 

 

  (2) 保護年度推移 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

相 談 数 1,498件 1,580件 1,754件 2,011件 1,965件 

保護実施世帯数 2,045 2,093 2,067 2,051 2,071 

被保護者人員 3,154 3,132 3,091 3,026 2,998 

保 護 率 17.6‰ 17.3‰ 17.1‰ 16.6‰ 16.5‰ 
 
    注１）保護率：人口 1,000 人に対する保護を受けている人員の割合。単位は‰（パーミル）。 

    注２）相談数は年間の総計、他の数値は各年度末の数値です。 

 

＜生活保護制度の概要＞ 
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  (3) 被保護世帯類型別（平成 31 年３月末日現在） 
 

 高齢者 母子 傷病者 障害者 その他 合計 

世帯数 993 199 147 317 415 2,071 

比 率 48.0％ 9.6％ 7.1％ 15.3％ 20.0％ 100.0％ 

 
 
 

 ＜生活困窮者自立支援制度の実施＞ 

  生活困窮者自立支援法に基づき、自立支援制度の実施を行っています。 

 
 
 
   ア 住居確保給付金 

     失職により経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は喪失する恐れのある者に対し、就職活動を支え

るため、賃貸住宅の家賃相当分を有期で支給します。 
 

   イ 生活保護受給者等就労自立促進事業 

     ジョブスポットを活用し、ハローワークと連携しながら一般就労に向けた支援を行います。 
 

   ウ 就労準備支援事業 （委託：特定非営利活動法人 ワーカーズコレクティブ協会） 

     一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を現場実習活動などにより、計画的かつ一貫して

支援します。 
 

   エ 就労訓練事業 （委託：特定非営利活動法人 ユースポート横濱） 

     ただちに一般就労が困難と思われ、一般就労に就く前に本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必

要がある者に対し就労訓練の場をマッチングし訓練中もフォローします。 
 

   オ 家計改善支援事業（委託：中高年事業団やまて企業組合） 

     家計支援計画を策定し、「家計管理」「収納管理」「滞納（公租公課、家賃、公共料金など）の解消や

各種給付制度等の利用に向けた支援」「債務整理に関する支援」「貸付制度の活用」などを行います。 
 

   カ 一時生活支援事業（委託：（福）神奈川県匤済会） 

     住居喪失者に対し、衣食住を提供する事業です。その後の生活のため必要な支援も行います。横浜

市生活自立支援施設「はまかぜ」（中区寿町）において実施。 
 

   キ 学習支援事業（委託：特定非営利活動法人 教育支援協会南関東） 

     生活保護世帯や生活困窮状態など、支援を必要とする家庭に育つ中学生等を対象に、学習支援を行

います。 
 
 
  (1) 相談・申込み件数 
 

 
延べ相談件数 相談実人数 支援申込者数 支援終結者数 

29年度 453件 327人 152人 128人 

30年度 882件 561人 172人 157人 

 
    相談内容としては、就労支援や家計にかかる相談が多く寄せられました。家計改善支援事業の実

施も多く、保険年金課や税務課と連携し、保険料や税金の滞納解消の支援、家計再建に向けた支援

等を行いました。 
 
 
 

＜自立支援事業の概要＞ 



 87 

生活支援課 事務係・生活支援係 

 

 (2) 定例支援調整会議 

   生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域

において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行います。 

   第 1回 ５月 14日 制度概要と緑区の実施状況・緑区でのこれからの展開について   

第２回 ８月 31 日 家計相談事業について                    

   第３回 11月 19日 就労支援事業について 

 第４回 ２月 22日 平成 30年度の振り返りと平成 31年度に向けて 

 
参加者数 延べ 169人 

 

 (3) 地域ネットワーク構築支援事業【新規】 

   「お互いに支え合える地域づくり」に向けて、モデル事業として緑区と栄区で実施しました。 

   生活に困窮し支援を必要とする人の早期把握や地域と連携した支援を促進することを目的として、

地域ケアプラザ等を拠点として地域の実情に応じた取組を行います。 

緑区では、地域ケアプラザ及びふじ寿か園地域包括支援センターと企画段階から調整を行い、役割

分担するとともに、地域福祉保健計画で進める地域福祉施策との連動を円滑に進めるため、「地区支援

チーム会議」「地区別計画推進委員会」など、庁内外での情報共有を進め、関係機関との連携を図りな

がら、次の取組を行いました。 

 

  ＜主な取組内容＞ 
施設名 主な取組内容 

十日市場 
地域ケアプラザ 

・「こどもの居場所」に関する検討委員会の開催 
・「こどもの居場所」の設置・運営 

長津田 
地域ケアプラザ 

・市営住宅自治会を対象とした総合支援 
（アンケート調査の実施、生活支援情報の提供） 

中山 
地域ケアプラザ 

・就労支援に関する連絡会の開催（多機関連携の推進） 
・高齢者向けの講座（仕事やお金に関する）の開催 

東本郷 
地域ケアプラザ 

・高齢者等の買い物支援に向けた検討 
・移動販売等の試行の調整 

鴨居 
地域ケアプラザ 

・学習支援・食支援団体等と地域関係者の意見交換会の開催 
・学習支援・食支援団体等支援 

霧が丘 
地域ケアプラザ 

・「老い支度」に関する取組での連携 
・ファイナンシャルノートの作成など 

ふじ寿か園 
地域包括支援センター 

・地域ネットワークサロンの支援者向け研修 
・自治会と連携した地域内での制度周知 

 

  (4) 寄り添い型学習支援事業 

    生活保護世帯及び生活困窮状況にあるなど養育環境に問題があり、支援を必要とする家庭に育つ

中学生や高校生等に対して学習支援を実施し、将来の進路選択の幅を広げるとともに、貧困の世代

間連鎖を防止し、自立した生活を送れるようにします。 
 
   ア 対象者 

 実 施 会 場 実 施 日 時 

中 学 生 
長津田地域ケアプラザ 
中山地域ケアプラザ 

十日市場地域ケアプラザ 

火・水・木・土曜日  
18 時半～20 時半  

高 校 生 十日市場地域ケアプラザ 
土曜日 
15 時半～17 時半 
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  イ 委託事業者 

     特定非営利活動法人 教育支援協会南関東 
 
  

 ウ 中学校卒業生の進路（平成 30 年度） 
 

 全日・公立 全日・私立 定時・公立 通信・公立 通信・私立 合 計 

内 

訳 

生活保護世帯 12人 １人 １人 ０人 １人 15人 

生活困窮世帯 ３人 ０人 ０人 ０人 ０人 ３人 

合  計 15人 １人 １人 ０人 １人 18人 

 
 
 

 ＜ジョブスポット緑＞ 

  ハローワーク港北と連携して、福祉サービスと職業紹介を一体的に提供する就労支援の実施窓口（ジ

ョブスポット）を、緑区役所１階に開設しています。 

 

  (1) 対象者 

    生活保護受給者、生活困窮者、ひとり親世帯 

 

  (2) 業務内容 

    ナビゲーターが、ケースワーカーや就労支援専門員と連携し、ハローワークの求人情報を活用し

た職業紹介等実施します。 

 

  (3) 支援の実績（平成 31 年３月末日現在） 
 

 支援対象者数 就労者数 

生活保護世帯 158人 127人 

生活困窮世帯 148人 100人 

ひとり親世帯 30 人 19 人 

合計 336人 246人 

 


