
第 18回生活保護適正化連絡会議議事概要 

 

 

議題１「生活保護実施体制に係る職員の任用資格について」（難波福祉局保護課長より

資料説明） 

【要旨】 

・平成 30年 11月 26日に大阪市公正職務審査委員会から市長宛てに勧告がなされた。 

・平成 28年と平成 30年の 2件の公益通報において、生活保護業務に携わる職員の資格

に関するもの。 

・平成 28 年の事案は、東住吉区において生保受給者宅にケースワーカーと係長と共に

訪問した警備員（非常勤嘱託で雇用している警察官 OB）について、社会福祉主事資格

がないことを指摘したもの。 

・平成 30年の事案は、平野区において査察指導員 12名のうち 5名しか社会福祉主事資

格がないことを問題と指摘したもの。 

・委員会の判断は、警備員については資格が求められるものではないので問題なしとさ

れたが、生活保護業務に携わる職員のうち、指導監督を行う査察指導員と現業員であ

るケースワーカーは、社会福祉法第 15 条において社会福祉主事でなければならない

と規定されていることから、社会福祉主事資格のない者を配置していることは違法で

あるとの判断がなされた。 

・また、他の政令市と比して本市の有資格者充足率が低く、こうした状況が 10 年以上

の長期間続いていることは看過できないため、充足するための方針を示す必要がある

と判断された。 

・勧告内容は、本件を全市的な問題と捉え、社会福祉法の趣旨を満たす配置について、

具体的な計画を策定することとされ、但し、計画策定にあたっては、実施体制の水準

を落とすことがないよう、また実施期間や内容は実行可能で合理的なものであるよう、

十分検討することとされた。 

・これらの措置を講じる期限は、平成 31年 3月 29日。 

・この資格の課題については、これまでも福祉職員の採用数の増員や資格取得支援、実

務研修の充実に取組み対応してきており、結果、平成 21 年度には SV・CW 共に 35～

36％程度であった充足率が、平成 30年度には CW71.4％、SV40.0％と一定の向上は図

ってきた。 

・しかしながら、今回こうした勧告に至ったことから、今年度末までに改善計画を策定

し、平成 36年度中には有資格者を 100％とするよう取り組んでまいりたい。 

・具体的には、福祉職員採用数増員の継続、福祉職員や有資格者の配置を増員する取組、

資格取得支援の枠拡充の取組、これら 3つの取組に加え、資格取得要件の緩和等につ

いて国に要望もしてまいりたいと考えている。 



・なお、来年 3月頃開催予定の次回の適正化連絡会議に具体的な取組計画案お示し、ご

議論いただいたうえで市長に提出したいと考えている。 

 

【質疑】 

鍵田副市長 

・今後 5年間の計画で取組むとのことだが、ケースワーカーと査察指導員は、何人くら

い置き換える必要があるのか。 

→難波課長 

・現行体制で、ケースワーカーと査察指導員を併せて約 350名が無資格であり、これを

有資格としていく必要がある。 

・単純計算では、70 名ずつ 5 年間で 350 名となるが、人事異動もあり、簡単にはいか

ないと思っている。 

・福祉局としては、資格取得支援、資格取得のための通信課程の受講者枠を現在の 2～

3倍程度に増やし、資格者を増やしていきたいと考えている。 

 

鍵田副市長 

・通信課程の受講期間はどれくらいか。 

→難波課長 

・受講期間は 1年間。 

・年間に 4 回のレポート提出と最後に面談研修として 3 泊 4 日のスクーリングがあり、

考課測定を経て、翌年度資格を得られる。 

 

鍵田副市長 

・かなりの数を有資格者にする必要があるので、かなり思い切った取組が必要だ。 

・これまでは業務に直接影響がないということで置いてきた課題であるが、今回勧告を

受けたことであり、通信課程の受講も、希望者だけでなく、例えば査察指導員等、責

任のある者には強制的に受講してもらう等も検討する必要があるのではないか。 

・平成 12 年以降の社会福祉主事の要件をみたら、社会系専攻の大卒であれば、現実に

は資格を持っている人も多くいるのではないか。 

→中村人事室長 

・資格については今調査をしており、年内には大体の数はつかめると思っている。 

・来年度の採用は既に決まっているので増やせないが、思い切ったことをしないと、5

年間の平均的に対応していったのでは最後のところで行き詰ってしまうだろう。 

・今回指摘を受けたことでもあり、一方で任期付の取扱いもあるので、単純に平均して

ということではなく、初年や 2年目の前の方でできることを厚く、できるだけ前倒し

でやっていく必要があるのではないか。 



・調査の結果、潜在的な資格者のボリュームをみたうえで、どれくらいの人事配置や異

動ができるか、現実的なところをみていけばよいのではないか。 

 

鍵田副市長 

・資格調査の対象は。 

→中村人事室長 

・CWは係員なので、採用されて年数が経っていない人について、採用時の資料から情報

を拾っている。 

 

鍵田副市長 

・採用時の書類の保存年限はどれくらい。 

→中村人事室長 

・それはいろいろあって。 

・採用時の資料は、採用された所属にいくが、異動の際に引き継がれるものだが、それ

がきちんと引き継がれていない場合もあるので、古い人のものは、資料がないものも

あると思う。 

・最近は、10数年で係長になっているので、そんなに古い人の分は調べる必要はないと

思う。 

→難波課長 

・現在、人事室のほうで調査をかけていただいているのは、この 10 年間に生活保護業

務にあたっていた人やここ最近の新規採用者のデータ、そして過去の通信課程の受講

者のリストを名寄せし、人事記録に併せていただくようなことをお願いしており、現

在調査中である。 

・それが判れば、先日開催された区長会議でも、区長マネジメントの中の異動について

もお願いさせていただいたので、異動によっても充足率は一部あがってくるものと

考えている。 

・ただ、勧告にもあるように、実施体制の水準を落とさないようにということであるの

で、単に資格があるから異動させるということでは難しいと思っているので、その辺

りはご配慮いただきたいと思っている。 

 

鍵田副市長 

・ケースワーカーと査察指導員では立場が違うので、やり方も分けて考える必要がある。 

例えば、資格取得支援のための通信課程受講の予算が必要なら来年度の予算に積み、

次の異動でも資格を把握している範囲である程度対応していってもらえばよいと思

う。 

・この社会福祉主事資格の掘り起こしや層を厚くするということについては、福祉局の



課題ではないが、これから児童相談所を増設していく際に必要となる児童福祉士の資

格、基本的には社会福祉主事の資格になるので、そちらも厚くなっていくだろう。 

→中村人事室長 

・把握できたデータは人事室で一括管理し、関係先と共有していく。 

 

鍵田副市長 

・どこかの時点で本人から申告させることも必要ではないか。本市の職員で、文系の大

学を卒業している場合、資格が取れている可能性が高いので、そうしたことも考える

必要があるのではないか。 

→前田此花区長 

・部会の立場から申しあげる。 

この問題については、部会でも報告いただき、区長が共通の認識を持っている。 

また、人事担当課長会でも人事室の方から資格の調査がスタートしたということも認

識している。 

これから、資格者が判ってからは、区長が困ることも出てくるかと思っている。 

今回の勧告では、現体制の水準を落とさないこと、と言われているが、当区で調べた

ところ、ベテランの職員が資格を持っていないケースがあり、そういうベテランを抜

くのか、というような問題に年明けくらいにはぶつかることになるだろう。 

そういう職員にこそ、通信課程を受講して資格を取得していただく必要があると思っ

ている。 

新規採用者を全部充ててしまうと、理屈的にはよいが、現場の質という面では問題が

生じると思っている。 

いずれにしてもコンプライアンスに関わる問題であり、その辺りのバランスをみなが

ら、また研修でカバーもしながら取組む必要がある。 

部会としても課題認識を持っており、引き続き連携して取組をすすめていきたい。 

 

鍵田副市長 

・資格取得のための通信課程はどこが実施しているのか。 

→難波課長 

・厚生労働省の指定を受けた「全国社会福祉協議会の社会福祉法人中央福祉学院」。 

 

鍵田副市長 

・自治体が独自で実施できないのか。 

→難波課長 

・平成 25 年くらいまでは大阪市でも独自で実施していたが、279 時間の講習が必要に

なるので、現場の負担感が大きい。 



・現在、全国では青森県だけが実施している。 

 

鍵田副市長 

・通信課程は自治体が独自でできないのか。 

→難波課長 

・それは現時点で未確認であり、今後、厚生労働省と相談する際、相談していきたい。 

 

鍵田副市長 

・そういう点もまた確認しておいてほしい。 

→難波課長 

・わかりました。 

 

 

議題２「生活保護の動向について」（難波福祉局保護課長より資料説明） 

【要旨】 

・大阪市の被保護世帯は平成 30 年 9 月現在の速報値で 114,200 世帯、前年度の同月比

で 98.9％、1,289世帯の減。 

・平成 24年から減少傾向になっており、直近の平成 30年の 9月が 114,200世帯。 

・国の動向は平成 30年 7月時点で 1,637,745世帯、国においても対前年同月比 99.8％

で減少傾向になっている。 

・高齢者世帯については、平成 30年 9月現在の速報値で 66,787世帯、前年度の同月比

で 532世帯の増。 

・稼動年齢層世帯では、平成 30年 9月現在の速報値で 46,714世帯、前年度の同月比で

1,734世帯の減。 

・高齢者世帯は増加傾向、稼動年齢層世帯は減少傾向と傾向は変わらないが、増え幅、

減り幅が減ってきているため、いずれは横ばいになってくる可能性がある。 

・医療扶助の動向について、平成 30 年度の予算額は 2,823 億円となっており、その

46.3％の 1,308億円が医療扶助ということで約半分を占めている。 

・指数を見ると、平成 21 年度から比べると増えているのが、調剤が 1.33 ということ

で、3割ほど増えている。 

・全体的には 21年度から比べると医療扶助については横ばい状況。 

・医療扶助の適正化には取り組んでいるがなかなか減少しない状況。 

・生活保護費の推移について、29 年度の決算は 2,832 億円。前年決算比較をすると 37

億円減っている。 

・予算額については、30年度予算 2,823億円。前年度予算比較をすると 41億円減って

いる。 



・予算決算の比較でいうと 29年度は予算に対して決算は 32億円減少している。 

・後発医薬品いわゆるジェネリックの使用状況について、国の目標が全体で 80％にな

っている。 

・大阪市の効果としては、月額では 2.7 億円、年額でいうと 33.2 億円の医療費の節減

につながっている。 

・今後、後発衣料品使用率を１％向上させると 6月診療分で算出すると月額で約 510万

円の節減となる。 

・ここで言う調剤とは指定薬局で調剤された医薬品における後発医薬品の使用率。全体

というのは指定薬局に加え院内で処方されている分も含めた全体の後発医薬品の使

用率。 

・薬局だけでは 80％を越えているが、院内処方を含めると 7 月診療分で 77.4％という

ことで国の目標値には若干届いていない。 

・後発医薬品の取組も進めながら医療扶助の削減に取り組んでまいりたい。 

 

【質疑】 

特になし。 

 

 

議題３「生活保護の適正化の取組みについて」（木村福祉局生活保護調査担当課長より

資料説明） 

・平成 30年 10月末現在で不正受給調査専任チームでの調査が 708件。 

・うち保護停止・廃止に至ったのが 68件。不正受給の 78条の決定をしたのが 49件。 

・総合就職サポート事業については、国の経済・財政再生計画で進捗管理指標として設

定された 50％を超える高水準で推移する一方で、就労に向けた課題をより多く抱え

る者への支援のあり方が課題となっている。 

・その課題の解決に向けて、31年以降、取組を強化し進めていく予定。 

・医療扶助の適正化の取組について、重複受診の可能性のあるレセプトの件数で見ると

平成 29年 6月審査分の合計 11,220件から、平成 30年 6月審査分の 10,443件へと減

少。 

・後発医薬品の使用率については徐々に上昇。 

・本市が提案・要望して、今回の法改正には至らなかったが、第 196回国会において「医

療扶助費における窓口負担」「最低限度の生活を営むために必要な生活費の在り方」

「高齢者に対する支援の在り方」について、本法施行にあたり適切な措置を講ずるべ

きであると衆参両院において附帯決議が行われている。 

・附帯決議の内容から今後の法改正にかかる制度設計において、生活保護基準の抜本的

な見直しが国において検討されると考えられることから、本市でも引き続き課題の整



理を行う必要がある。 

・生活保護における医療費の一部負担についての問題点は、医療費については医療機関

等での自己負担がないことから、総医療費についての意識が乏しくなり、「頻回受診」

や「重複処方」等の課題が生じている。これを解決するための問題意識として出発す

る改正要望。 

・生活保護における最低生活費のあり方については、生活保護費は使用目的別、生活扶

助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助に加算・支給される形態となっており、被保護者

が収入と支出に係る将来の見通しを立て、節約することへのインセンティブが働きに

くいため、将来の自立につながりにくいというところを問題意識として、改正要望を

あげているもので、本市はワンバスケット方式として要望しているもの。 

・高齢者向けの新たな生活保障については、高齢者については現状ではケースワーカー

の支援付き経済給付となっていることから、年金受給者をはじめ、一般の高齢者より

手厚い体制となっているのではないかという問題意識から始まっており、そこから改

正要望をあげているもの。 

・今回改正法で反映されたものとして、平成 30年 10月の改正法の施行により、法第 63

条の返還金を求めるものについても、強制徴収公債権という位置づけにされた。 

・一方で平成 29 年度決算における生活保護費返還金の未収金は、前年度に比べ約 5.5

億円増加し、91.9億円となった。 

・今後、財産調査や居所調査などを実施したうえで、国税徴収法に基づく必要な措置を

講じるための取組みを推進する。 

 

【質疑】 

特になし。 

 

 

議題４「生活困窮者自立支援制度について」（伊藤福祉局生活困窮者支援担当課長より

資料説明） 

・第１のネットとして社会保険制度と労働保険制度、第３のネット最後のセーフティネ

ットとして生活保護制度があり、その間の生活保護に至る前の自立支援策の強化を図

ることを目的として生活困窮者自立支援制度が平成 27年に開始される。 

・24 区に相談窓口を設置し、委託の自立相談支援機関と後方支援を行う区で取り組ん

でいただいている。 

・制度における課題として、法施行後 4年目を迎えているが、この制度の支援を必要と

する方がまだまだ存在する、生活困窮者が窓口に来るときは、既に状況が逼迫し、支

援困難な状況が多い、という２つの課題が大阪市また全国でも言われている。 

・結果として、生活困窮者の方が、生活困窮者自立支援制度の相談窓口にたどりつかな



いという大きな課題となっている。 

・こうした課題に対応するため、生活保護法の 6月の改正と併せて、生活困窮者自立支

援法についても改正されている。 

・生活困窮者を早期・確実に自立相談支援機関等による支援につなげるとともに、生活

困窮者の自立支援策の強化を図るということで、主な改正内容としてアウトリーチ機

能の強化等の法改正がなされている。 

・この法改正への本市の対応として、自立相談支援機関への適正な人員配置に関する努

力義務の創設については、自立相談支援機関の機能強化をしてまいりたい。 

・自治体の各部局による利用勧奨の努力義務の創設については、すでに、福祉だけでな

く就労・教育・税務等の各部局へ生活困窮者を把握した場合に、相談支援機関の利用

勧奨に協力いただくよう会議にて依頼をしている。 

・アウトリーチ機能の強化策としての「支援会議」の設置については、31年度の開催に

向けて現在運用方法等を検討中。 

・こういった取組みにより生活困窮者の早期・適切な支援体制を強化してまいりたい。 

・今回の法改正にもう一つ含まれているものとして、生活保護制度との切れ目のない連

携の強化がある。もともと法の成り立ちから切れ目のない連携を求められている。こ

れまでは厚労省通知により実施されてきたが、今回の法改正で、生活困窮者自立支援

法、生活保護法の双方に連携規定が創設された。 

・この改正の趣旨から、本市としても必要な者には確実に保護を実施するという生活保

護制度の基本的な考え方をより実効的なものとするために、しっかりとした連携を推

進していく必要があると考えている。 

・アウトリーチ策の強化として創設される「支援会議」については、生活保護の廃止が

見込まれる世帯等についても会議の対象とすることが可能となっており、被保護者の

自立をより確たるものとすることに資すると考えている。 

・就労支援やこどもの学習支援についても本市ではすでに両制度で一体的に取り組ん

でおり、引き続き行っていくことが必要であると考えている。 

・生活困窮者自立支援制度に関して、本市では国にこれまで改正要望をしているが、主

な改正要望として、自立相談支援機関の相談員の配置基準の設定、自立相談支援事業

に係る必要な財源措置を求めている。 

・本市の自立相談支援事業に見合った負担金には至っていないため、引き続き要望して

いくことが必要と考えている。 

・生活困窮者自立支援事業の実施状況としては、大阪市は政令市で 1番の実績になって

いる。 

 

【質疑】 

鍵田副市長 



・制度における課題ということで、なかなか相談窓口にたどりつかない。それに対して

色々取組みをしようとしている。例えば本市の対応で各局がつかんでいる情報を共有

していこうとしているが、地域との関わりというか、行政だけで全て把握できないの

で、地域との関わりをどうしていくのかという視点みたいなのはあるか。 

→伊藤課長 

・生活困窮者自立支援制度については、制度の目的の一つとして生活困窮者自立支援制

度を通じた地域づくりというものが元々挙げられており、これまでも各区において地

域の関係者の方たちに集まっていただいて、生活困窮者支援に関する様々な課題等を

話し合うような会議をしていただいたりしている。 

また、今回創設される「支援会議」についても必要に応じて地域の民生委員の方にも

参画いただけるような形になっている。 

 地域との関わりについては、各区の実情が異なると思われ、実情に応じた運用方法に

ついて相談してまいりたいと考えている。 

 

鍵田副市長 

・実態として、生活困窮の窓口に来られる方は民生委員との関わりは大きいか。 

・個人で色んな他の相談をするなかでこういったところにたどり着く方と、実際に地域

で民生委員の方に相談されてたどり着く方、ルートの割合的には生活困窮でいうとど

ちらが多いか。 

→前田此花区長 

・民生委員との関わりは大きい。 

・民生委員の方から入ってくる情報が圧倒的に多い。新しい視点という観点からしては

こどもサポートネットモデル事業、7区ですが、いわゆるお子さんのいる家庭で学校

をプラットホームにしてそこから情報を全部上げてフィルタにかけていくというこ

とをしているが、ここから困窮者というつながりは今はあまり入ってきてない。それ

はそれで０ではないので構わないが、どちらかというとやはりスタンダードのところ

は地域の民生委員から情報を得ていただいて、自立相談支援機関につないでいただい

ているケースが圧倒的にウェイトを占めているように把握している。 

 

鍵田副市長 

・地域からここにつなげるというのは、どのような感じになっているか。 

→伊藤課長 

・民生委員の方々との関わりという点については、全市統一の仕組みというのではない

が、今般の法改正の主旨として生活困窮者の定義というのが誰でもわかるように、よ

り明確化されているということもあるので、民生委員の方々も含めて、地域の方に生

活困窮者自立支援制度を知ってもらうことについては、広報周知など取り組んでまい



りたいと考えている。 

池田生活困窮者自立支援室長 

・加えて「支援会議」の構成メンバーについては、各区の状況もあるが、ひとつの可能

性としては、民生委員児童委員の方が入っていただくと。またこの「支援会議」が法

的に位置づけられることによって、守秘義務がかかって個人情報の保護を整備されて

いるところであり、これを運用・活用することを相談しているところである。 

 

 

議題５「日常生活支援住居施設の新設等について」（難波福祉局保護課長より資料説明） 

【要旨】 

・平成 30 年 6 月に社会福祉法及び生活保護法の改正があり、日常生活支援住居施設の

新設等について平成 32年 4月から施行となる。 

・法改正に至る経過として、平成 28年の国会質疑や平成 29年度の厚生労働省社会保障

審議会での議論において、無料低額宿泊所を利用した「貧困ビジネス」と考えられる

施設への法令上の規制を強化すべき、また、単独での居住が困難な生活保護受給者へ

の支援を検討すべきとの指摘があった。 

・今般の社会福祉法改正において、無料低額宿泊所の事前届出、最低基準の新設等によ

る規制が強化となる。 

・今般の生活保護法改正において、良質なサービスの基準を満たす無料低額宿泊所等に

対し、日常生活上の支援を委託する制度が創出される。生活保護受給者の支援を事業

者に委託した場合には、委託費を支出することになる。 

・制度の詳細については、今後、厚生労働省の検討会において議論が行われる。本市に

おいては、無料低額宿泊所に係る最低基準の条例を平成 31年（2019年）12月に市会

へ上程予定としている。 

・平成 32 年（2020 年）4 月の法施行後の適正な運営に向け、日常生活支援住居施設に

おいては基準の認定、支援の委託においては事業者による支援内容の確認、無料低額

宿泊所（社会福祉住居施設）としては定期的に監査を実施する。 

・なお、法施行後、居宅保護、既存の無料低額宿泊所、今回新設となる日常生活支援住

居施設、既存の生活保護施設の順で、生活支援が手厚くなる見込み。 

 

【質疑】 

特になし。 

 

 


