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再発防止策の策定にあたって 

 

 平成 29 年 10 月 30 日に、健康福祉部生活福祉課職員（以下、「当該職員」という）によ

る生活保護受給者の預金等の着服事案が発覚しました。当該職員や関係職員への事情聴取

及び当該職員が担当した受給者の金銭管理の状況などを約 1 か月間、調査した結果、平成

20 年 8 月から 29 年 11 月までの 9 年 3 か月間という長期間にわたって 5 世帯分、440 万円

余の着服が行われていたことが判明しました。 

 生活保護という憲法に定める健康で文化的な最低限度の生活を保障する、その現場にお

いて受給者の預金を着服するという決して許されない行為であり、自ら金銭管理を行うこ

とが難しい方々を狙ったその悪質な手口は極めて重大な人権侵害であると言えます。 

ここに改めて、被害に遭われた受給者の方々に心からお詫びを申し上げます。 

着服を行った当該職員の著しい倫理意識の欠如による行為は強く非難されるべきもので

すが、一方、長期間にわたり着服を発見できなかった組織としての管理体制に大きな問題

があったと重く受け止めています。 

 

 事案の調査結果に基づき発生原因を究明し、組織管理上の問題点を抽出して再発防止策

を策定するため、平成 29 年 11 月 22 日に健康福祉部職員と有識者で構成する「生活保護受

給者預金等着服事案に係る再発防止委員会」（以下、「再発防止委員会」という。）を設置し

ました。同委員会を中心に、以下の 4 つの観点に立って検討を行い、再発防止策を取りま

とめたものです。 

 

（１）生活保護業務における金銭管理等の事務処理に係る問題への対応 

（２）組織のチェック機能等、管理体制に係る問題への対応 

（３）職員の倫理意識、資質等に係る問題への対応 

（４）職場風土及び職場環境に係る問題への対応 

 

 今後、これらの再発防止策を早急かつ確実に実施してまいります。また、実施状況を定

期的に検証して更なる改善を図り、より実効性の高い方策を講じていきます。今回の事態

を時間の経過とともに風化させることなく、二度とこのような事案を発生させないよう組

織を挙げて取り組んでまいります。 
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１ 事案の概要 

 

 当該職員は、平成 17 年 4 月に生活福祉課保護係に配属され、平成 20 年 8 月から、生活

保護受給者の通帳等を不適正に所持し、心身障害者福祉手当が振り込まれていた口座の預

金を着服し始めた。以後、平成 23 年 5 月に介護施設に入所している受給者の通帳・印鑑、

平成 27 年 4 月には別の介護施設に入所している受給者の通帳等を不適正に所持し、生活保

護扶助費等の預金を平成 29 年 11 月まで着服した。 

 さらに、一時的に発生した遺留金や転居費用についても 2 件の着服を行った。 

 当該職員が着服を行った受給世帯は 5 世帯、着服の総額は 4,441,276 円に及んだ。 

  

 

２ 事実関係の調査概要 

 

調査は、平成 29 年 10 月 30 日の事案発覚直後から約 1 か月に渡って、人事課で当該職

員及び関係職員の事情聴取を行うとともに、同時に生活福祉課で関係書類の調査や受給

者を含む関係者への聞き取りなどを行い、両課で情報を突き合わせ連携して行った。 

調査の内容は以下のとおりである。その結果、「３ 各事案の事実関係と発生要因」に

示した着服事案が判明した。 

（１）当該職員に対する他の着服に関する事情聴取、及び関係職員に対する当該職員の執

務状況・事務処理の状況等についての確認（人事課）  

（２）当該職員が担当した約 850 名の受給者に関する関係書類等の調査。一部の受給者等

関係者への聞き取り調査（生活福祉課） 

（３）担当者に係らず施設に長期入所、及び病院に長期入院している受給者 409 名の金銭

管理状況の確認（生活福祉課）  

（４）生活福祉課内金庫で保管している現金・通帳等と現金出納簿・預かり金品等台帳の

照合（生活福祉課）  
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３ 各事案の事実関係と発生要因 

 

（１）事案 1：介護施設に長期入所している受給者の預金を着服 

【事実関係】 

  当該職員は、介護施設に長期入所している受給者の通帳と印鑑を平成 23 年 5 月の保護

再開時当初から不適正に所持し、その後、平成 25 年 6 月から金融機関の窓口で不正に引

き出して着服した。受給者の通帳等は、本来は施設管理とするか、やむなく預かるとし

ても、生活福祉課の金庫で保管すべきものであり、平成 25 年度の金銭管理支援業務委託

開始後は委託事業者による管理とすべきであった。また、当該職員は、この受給者を平

成 23 年度から 27 年度まで長期に渡って担当していた。 

  着服額は、平成 25 年 6 月から平成 29 年 9 月までの 640,000 円である。 

【発生要因】 

ア．当該職員が長期に渡り担当していた 

当該職員は、「援助が難しい受給者」であるとの理由で、平成 23 年の保護再開以後 5

年という長期にわたり当該受給者の担当を続け、次の担当者に引き継がなかった。し

かし、当該受給者は介護施設で介護を受けており状態が安定している。また、入院患

者や介護施設入所者の訪問調査は、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭

和 38 年 4 月 1 日付け社発第 246 号、厚生省社会局長通知）により、「少なくとも 1 年

間に 1 回以上」実施することとされており、頻繁に訪問が必要な状況にはない。こう

したことから、当該受給者は援助が難しい受給者とは考えにくいが、後任の地区担当

員は当該職員の主張を受け入れて引き継ぎを受けず、このことに対する査察指導員（係

長）の指導が十分ではなかった。 

イ．金銭管理の状況が組織的に確認されていない 

   当該受給者の保護台帳記録では、平成 24 年 12 月 21 日の訪問以降、平成 29 年 10

月 5 日まで 4 年 10 か月余り訪問が行われていない。「生活保護法による保護の実施要

領について」で示された頻度を満たしていない状況にあった。さらに、長期入所者の

定期訪問は、生活福祉課の事業として実施しているが、訪問記録に記載すべき項目が

定まっていないため、訪問が実施された際にも金銭管理の状況が長期にわたり記載さ

れていなかった。 

また、当該受給者の保護台帳の平成 24 年 12 月の記録には、介護における日用品費

の管理状況が「自己管理」であると記載されている。介護施設入所者で、自ら金銭管

理をすることが難しい受給者が「自己管理」は通常では考えられない記載である。そ

の後、金銭管理に関して確認したとの記録はない。これらについて、査察指導員（係

長）、課長の決裁時に指摘し確認されることがなかったと考えられるなど、金銭管理の

状況は組織的に確認されていなかった。 
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ウ 金銭管理方法の適正化の指導が行われていない 

   平成 23 年 5 月の生活保護再開時に、引き続き介護施設に金銭管理を依頼する。ある

いは、平成 25 年度の金銭管理支援事業委託の開始時に委託に切り替える。これら 2 回

の金銭管理を適正に行う機会があったが、確認や指導がなされていなかったと考えら

れる。 

 

（２）事案 2：介護施設に長期入所している方と子の受給世帯の預金を着服 

【事実関係】 

  世帯の保護を開始した当初から子が自ら金銭管理を行うことが難しく、親も入退院

を繰り返している状況であったため、受給世帯の希望により親名義の通帳等を生活福

祉課で預かり、課内の金庫で保管していた。 

  親名義の口座には生活保護の扶助費及び国民年金・厚生年金が入金され、そこから、

子名義の口座宛てに生活費として担当の職員が定期的に振り込んでいた。その際、「金

銭管理事務処理基準」で定める「本人の身体的・精神的問題から、私的財産について

も、日常的な管理ができない状態となった場合の財産管理について」の規定に基づき、

通帳とキャッシュカードを現金の取り扱い基準にならって、2つの口座の出金、入金

について金銭出納簿を作成して管理していた。 

  その後、平成 27 年度に当該職員が担当となって通帳とキャッシュカードを引き継

ぎ、以後、不適正に私的保管して、ATM での引き出しなどにより着服した。 

  着服額は、平成 27 年 8 月から平成 29 年 11 月までの合計 1,767,272 円である。 

【発生要因】 

ア．生活福祉課で直接、金銭管理を行う方法が続けられていた 

   当該受給者世帯の金銭管理は、平成 25年度に金銭管理支援事業委託が開始された際、

委託に切り替えるべきであった。平成 27 年 8 月の当該職員の記録では、委託を検討す

る旨の記載があるが、査察指導員（係長）等による確認や指導は行われなかったと考

えられ、実際には委託されなかった。 

イ．口座から別の口座へ扶助費の振込を行う場合の手続きが整備されていない 

   本事案では、金銭管理支援事業委託を行うことが原則ではあるが、やむを得ず、生

活福祉課で受給世帯の親の口座から子の口座へ生活保護扶助費等の振込を行うような

事情となった場合に、その手続きが現行の金銭管理事務処理基準に明文化されていな

い。 

 

（３）事案 3：病院に長期入院している受給者の心身障害者福祉手当等を着服 

【事実関係】 

平成 19 年度から 27 年度まで当該職員が担当し、受給者の口座には、生活保護の扶助

費と心身障害者福祉手当（障害福祉課所管）が振り込まれることとなった。その後、
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生活保護の扶助費は、平成 19 年 9 月分から事務所払い（窓口で現金払い）に変更し、

平成 21 年 3 月には受給者の入院に伴い、現金書留での支給となった。一方で、心身

障害者福祉手当等は、引き続き口座に振り込まれており、当該職員は、通帳とキャッ

シュカードを不適正に所持して、心身障害者福祉手当等を長期に渡り着服した。 

着服額は、平成 20 年 8 月から平成 29 年 8 月までの合計 1,779,748 円である。 

【発生要因】 

ア．当該職員が長期に渡り担当していた 

事案 1 と同様に、当該職員は、「援助が難しい受給者」であるとの理由で、9 年とい

う長期にわたり当該受給者の担当を続け、次の担当者に引き継がなかった。担当した

当初の平成 19 年度及び 20 年度は、記録から「援助が難しい受給者」と言える部分も

ある。しかし、当該受給者が入院した平成 21 年度からは、長期入院により頻繁に訪問

が必要な状況にはなく、援助が難しい受給者とは考えにくいが、後任の地区担当員は

当該職員の主張を受け入れて引き継ぎを受けず、このことに対する査察指導員（係長）

の指導が行われていなかった。 

イ．心身障害者福祉手当の対象者であることについて担当者の認識が不足していた 

   心身障害者福祉手当は、生活保護制度における最低生活費にかかる収入認定の対象

としない取扱いとなっている。生活保護の扶助費に影響しないという油断から、手当

の受給対象であるかの確認が後任の担当者において十分になされておらず、手当の累

積状況等の把握も行われていなかったことで着服に気付けなかった。 

ウ．生活福祉課と障害福祉課との情報連携が不足している 

   生活保護法第 4 条において、保護の補足性が謳われている。生活保護の受給者の自

立促進のため、心身障害者福祉手当の受給状況について、両課で情報を共有する必要

があるが、現状、手当の対象者である者を確認する仕組みとなっていない。 

 

 

（４）事案 4：死亡した受給者の遺留金を着服 

【事実関係】 

平成 27 年 3 月に、当該受給者に対して事務所払い（窓口で現金払い）とするために

36,200 円の生活保護の扶助費が、生活福祉課金庫で保管されていたが、翌月の 4 月に受

給者は死亡し扶助費は支払われないまま遺留金となった。その後、平成 29 年 3 月、当該

職員により、この遺留金は、金銭出納簿への受領印によって親族に引き渡される処理が

なされているが、金銭出納簿への記載及び押印は虚偽であり、遺留金は着服された。 

  着服額は、平成 29 年 3 月の 36,200 円である。 

  なお、平成 28 年 8 月、葬祭業者より受給者の預金で賄いきれない葬祭費 60,914 円の

請求があり、本来、この請求の一部として遺留金が充当されるべきであるが、その手続

きが実施されていなかった。 
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【発生要因】 

ア．死亡廃止時における各種決裁書類の整合性が確認されていない 

   本事案では、金銭預かりの現金出納簿、葬祭扶助の決定調書、死亡廃止の保護台帳

記録は別々の時期に決裁され、それぞれには矛盾がない。しかし、これらの決裁書類

を照合すれば、本来、葬祭費に充当されるべき遺留金が充当されておらず、矛盾は明

らかであった。現状の決裁処理では、これらの整合性を確認する方法となっていなか

った。 

 

（５）事案 5：受給者の転居費用を着服 

【事実関係】 

当該受給者は当初、保護基準を超える家賃の住居に居住しており、転居についての指

導を受けていた。転居が決まり、平成 27 年 11 月、転居費用 283,056 円（敷金等 228,290

円、前家賃 54,766 円）の支出が決定し、窓口で支払われたが、受給者は転居費用を旧住

居の滞納家賃等の 1 か月分 65,000 円にあてて転居を取りやめてしまった。 

  担当であった当該職員は、転居費用として支出した扶助費の残額 218,056 円を受給者

から現金で受け取り着服した。その際、保護台帳には手書きで転居費用全額の返還決定

がなされたと記録し、実際には転居費用を着服していた。 

  着服額は、平成 27 年 12 月の 218,056 円である。 

【発生要因】 

ア．転居取りやめに伴う転居費用の戻入処理が確認されていない 

   本事案では、生活保護システムによる処理により実施するべきところ、保護台帳に

手書きで転居費用全額の返還決定がなされたと記録して決裁していた。その後の処理

が行われたかについて、査察指導員（係長）等による確認や指導は行われなかったと

考えられ、実際には着服されていた。 

イ．戻入すべき金銭を受給者から現金で受け取っている 

   転居に伴う返還金は、管理係が納付書を発行し、受給者が支払う手続きがなされる

べきところ、「地区担当員は原則として現金を扱わない」という金銭管理事務処理基準

の定めに反し、当該職員が受給者から現金で受け取った。 
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４ 組織管理上の問題点 

 

  以上の発生要因と、12 月 1 日から 11 日まで生活福祉課長が課内の地区担当員全員を対

象に行った生活保護業務の現場で抱える問題などのヒアリングに基づき、組織管理にお

ける問題点として、以下の（１）から（４）を抽出した。 

また、平成 13 年度に、生活福祉課の地区担当員が、生活保護の扶助費として受給者に

渡すべき現金等の一部、約 340 万円を私的に流用し、生活費や借入金の返済に充てた事

案が発生している。事案発生後、再発防止策を講じたにも係らず、16 年を経過して本事

案が発生したことを踏まえて、その問題点を（５）にまとめた。 

 （１）生活保護業務における金銭管理等の事務処理に係る問題点 

 （２）組織のチェック機能等、管理体制に係る問題点 

 （３）職員の倫理意識、資質等に係る問題点 

 （４）職員体制及び職場風土に係る問題点 

（５）過去の着服事案の教訓について 

 

（１）生活保護業務における金銭管理等の事務処理に係る問題点 

 ア．金銭管理事務処理基準の不備 

現行の金銭管理事務処理基準は、金銭管理の基本的考え方として、「地区担当員は、

原則として生活保護費などの公金は取り扱わない」と定めている。一方、地区担当員

が個別的な支援の一環として、受給者に代わり生活福祉課内において、最低限の金銭

管理をすることが止むを得ない場合があり、その取扱い手順を定めている。 

しかし、これらの基準は事務所払い（窓口払い）の現金の取り扱いを想定しており、

受給者が自ら金銭管理を行うことが困難な場合に、例外的に通帳等を取り扱う場合の

手順は、現金と同様に具体的な事務処理方法を定めるべきであったが、明記されてい

なかった。 

 イ．保護台帳への記載事項が不明確 

   介護施設への長期入所者や病院への長期入院者については、年に 1 回の定期訪問を

計画的に実施していた。しかし、訪問にあたり、受給者の保護台帳に記録すべき項目

が定まっていないため、金銭管理に関する記載等が徹底されていない。 

  

（２）組織のチェック機能等、管理体制に係る問題点 

ア．担当地区の引き継ぎの基準が不明確 

   事案 1 及び事案 3 では、担当者が後任に引き継がず、長期にわたって担当する状況

となっていたことから、不正を続けやすい環境となり、また、不正を見抜けない事態

に陥ってしまった。 
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「援助が難しい受給者である」等の理由で、前任の職員が一定の引き継ぎ期間を設

けて、引き続き担当することは、例外的にやむを得ない場合もある。しかし、「援助が

難しい」ことの定義や引き継ぎの期間などについて具体的な基準が明確になっておら

ず、担当者間のやり取りに任されている傾向があり、係長等の指導も十分になされて

いないなど組織内で容認されている状況があった。 

   また、年度が替わり担当地区が変更になった場合、引き継ぎすべき事項や方法につ

いて、文書化されておらず、受給者の金銭管理の方法や手当の受給状況等が確実に引

き継がれる仕組みが確立していない。 

 イ．査察指導員及び課長における金銭管理に関するチェック機能が不十分 

  生活保護受給者の保護台帳は、適切な援助につなげるため訪問調査により把握した

受給者の生活状況等を中心に地区担当員が記載しているが、金銭管理状況等を記録す

ることは標準化されていない。このため、保護記録の決裁において受給者の金銭管理

状況を査察指導員（係長）及び課長が十分に確認できず、結果的に不正を見抜けない

事態につながってしまった。特に、金銭の動きが少ない、施設に入所している受給者

や病院に入院している受給者は、金銭管理状況の記録が少なく、チェックする仕組み

が不十分である。 

ウ．金銭管理支援を委託すべき対象者の把握が不十分 

  自ら金銭管理を行うことが難しく、委託事業者による金銭管理支援を行う必要があ

る受給者の把握が地区担当員に任せられ、委託に向けての進行管理を組織として行っ

ていない。 

エ．受給者の死亡時における決裁にあたり、関係文書の添付が不徹底 

  受給者が死亡して遺留金が発生した場合、遺留金品処理調書、葬祭扶助の保護決定

調書、死亡廃止に伴う保護台帳記録の決裁を同時に実施すれば、遺留金の処理に問題

のないことが確認できる。しかし、受給者の死亡時と葬祭扶助で支給すべき葬祭費用

の決定時期、さらに、親族関係の確認などで遺留金の処理方法が確定するまでの時期

がずれることが起こり得る。その際、関係文書として一連の文書を添付する事務処理

が徹底されることがないまま、別々の時期に決裁を行っている場合がある。 

オ．手当の受給に関する確認が不十分 

  生活保護法第 4 条では、保護の補足性について規定されており、「生活保護法による

保護の実施要領について」（昭和 36 年 4 月 1 日付け厚生省発社第 123 号、厚生事務次

官通知）において、他の法律又は制度による保障や援助は極力その利用に努めるもの

とされている。心身障害者福祉手当等の収入認定を行わない場合がある手当について

も受給状況の情報を共有し、受給者の自立に資する必要があるが、手当の対象者であ

る者が十分に確認されない傾向にあった。 

 カ．一部の金銭取扱いの組織対応が不十分 

事案の発生を受け、地区担当員に課長からヒアリングを実施したところ、住居引き
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払いの際に金銭（いわゆるタンス貯金）が発見され預からざるを得なかったとの事例

が報告された。こうした場合の不正防止は、職員の倫理観に頼られており、組織とし

て誤解を受けない仕組みが十分ではなかった。 

 

（３）職員の倫理意識、資質等に係る問題点 

このたびの事案の発生は、着服を行った当該職員の著しい倫理観の欠如と生活保護

の業務に従事する職員としての人権意識の欠落、さらには自己統制力の低下が大きな

要因となっている。併せて、引き継ぎを適正に受けなかった後任の担当職員や、その

ような状況を容認していた管理監督者に公正な事務執行に対する責任感が不足してい

た。また、着服の疑念が生じてから課長への報告まで 20 日近く経過しているなど、法

令順守の意識が乏しかったと言わざるを得ない。 

ア．必要な職員研修を計画的に実施していない 

生活福祉課では、毎年度当初に生活保護実施方針を策定し、その中で研修について

記載している。しかし、年間研修計画として具体的に策定している状況にはなく、公

正な事務執行のための倫理意識、人権意識、法令順守等の意識を向上させる研修や、

生活保護制度への理解を深め、他法他施策の知識を含めた生活保護業務の習熟等スキ

ルアップを目的とした研修など、生活福祉課職員に必要な研修を体系的に実施してい

るものではなかった。 

 イ．OJT と研修の連携及び地区担当員の専門性の確保が不十分 

生活保護制度に係る研修等と、現場での対応や金銭を発見したなどの事態に遭遇し

た場合の対処などの実践的な内容についての査察指導員（係長）や先輩職員からのOJT

とを、連携して機能させることが十分にできていない。そのため、地区担当員の力量

に差が発生する状況があった。 

また、地区担当員の専門性の確保のため、社会福祉主事資格の取得の支援などを行

ってきたが、計画的には実施していなかった。 

 ウ．査察指導力向上のための研修が不十分 

査察指導員（係長）は『ケースワーカーのケースワーカー』とも言われるように、

地区担当員の業務の進捗状況を把握するとともに、援助が難しい受給者である場合に

は地区担当員に助言、指導することが求められる。 

査察指導員についても、地区担当員への実践的な指導方法などの研修を計画的に実

施している状況にはなかった。 

 

（４）職員体制及び職場風土等に係る問題点 

 ア．地区担当員の負担の増加 

年度切り替えや転居による担当員変更の際の業務の引き継ぎは厳密に行われなくて

はならない。また、受給者からの相談や訪問、保護決定に関わる事務処理（変更、一
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時扶助業務、法第 63 条、第 78 条などの返還決定起案など）、保護台帳の記録等も迅速

に行われるべきであるが、業務量の増加のために一部の地区担当員には事務の遅延等

が発生している。 

社会福祉法第 16 条に基づく特別区（市）の職員定数は、受給世帯 80 世帯につき 1

名の現業員配置を標準とすることとされており、適切な配置に努めている。しかし、

社会経済状況を背景とした受給世帯数の増加傾向に伴い、地区担当員の業務量も増加

している。 

イ．受給世帯数に対応した査察指導体制が不十分 

査察指導員（係長）は、地区担当員 7 名につき 1 名を標準に配置することとなって

いる。現在、この基準は満たしているが、地区担当員の負担の増加により、結果的に

査察指導員の負担も増加してきている。そのため、地区担当員ひとり一人の状況把握、

受給者との関係把握にも時間を要するなど査察指導員の業務量も増加している。 

 ウ．報告や相談のしやすい職場風土の醸成や職場環境が不十分 

生活保護受給者の課題の複雑さや解決の困難さなどから、地区担当員が支援に要す

る時間がより必要となっているが、そのために日々の自己の業務に追われ、同僚の業

務の状況に関心が向かず、場合によっては「心に隙」が生じる一因ともなっている。

担当者同士や査察指導員（係長）及び課長への報告や相談が適時に行われない状況に

あり、また、引き継ぎが担当者間のやり取りに任されて長期にわたり担当することが、

組織内で容認されるといった状況が生じている。 

また、意思疎通が良好な職場環境とするためには、事務室の配置（レイアウト）は

一つの要素となるが、現在の生活福祉課は、廊下を隔てて大きく 2 か所の事務所に分

かれており、一体性が確保できていない。 

 

（５）過去の着服事案の教訓について 

平成 13 年度に発生した生活保護費の着服事件を受け、金銭管理事務処理基準を策定

し、事務所における現金の取り扱い基準を透明化するなど再発防止に取り組んできた。

しかし、金銭管理事務処理基準に明記されていない通帳等の不適正な所持による着服

を発見できていないなど、その教訓が十分に活かされなかった。また、事案 5 では、

金銭管理事務処理基準に反する取扱いについて、組織としてチェック機能が十分に働

いていなかった。 

さらに、平成 13 年度に発生した事案の教訓が風化していたことも金銭管理事務処理

基準に反する取扱いが見逃された一因と考えられ、職員の倫理意識や組織風土の問題

点と捉えなければならない。 
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５ 再発防止策 

 

  以上の問題点を踏まえ、また、平成 13 年度に起きた生活保護費着服事件後の対応への

反省に立ち、つぎのとおり再発防止策をまとめた。不正な行為を未然に防止するととも

に、不正な行為を見逃すことのない組織の管理体制の確立と、職員の倫理意識や人権意

識の向上及び職場風土の改善などの観点から、実効性のある方策となるよう検討したも

のである。（括弧内は、実施時期） 

   

（１）生活保護業務における金銭管理に係る仕組み等、事務処理の見直し 

 ア．金銭管理事務処理基準の見直しと周知徹底（平成 29 年度中） 

   金銭管理事務処理基準において、原則として地区担当員が現金を扱わないとしてお

り、通帳等も現金と同様に扱うべきであったが、私的に通帳等を保管し着服が行われ

た。そこで、通帳等も現金と同様に、地区担当員が原則として取り扱わないことや、

例外的に扱う場合の預かり金品等台帳及び金銭出納簿の作成とその整合性の確保策な

どを明記するため金銭管理事務処理基準を改正する。訪問の現場で意図せずに現金や

通帳等を取り扱う状況が発生した場合の、職員の対処方法についても明記する。 

   平成 30 年 1 月に生活福祉課内に実務者レベルの「金銭管理事務 PT」を立ち上げて

検討を行い、金銭管理事務処理基準を改正して、職員への周知徹底を図る。改正まで

の間は、地区担当員は現金と同様、通帳等も原則として取り扱わないことを徹底する。 

 イ．保護台帳の記録事項の明確化とチェックリストの活用による状況確認の徹底 

（平成 29 年度中） 

   長期入所及び長期入院している受給者の生活状況や金銭管理の状況を組織として把

握できるように、定期訪問後に保護台帳に記録すべき事項を改めて定め、確実に記録

するように徹底する。また、遺留金品の処理や、心身障害者福祉手当等各種手当の受

給状況についても確認が十分にできるよう、保護台帳への記録事項を定める。 

こうした記録事項を定めるとともに、保護台帳に以下のチェックリストを掲載して

受給者の状況を随時確認できるようにする。併せて、システムの活用によりチェック

リストを一元的に管理できる体制も検討する。 

チェックリストについては、平成 29 年度内に作成するとともに、記載方法等の研修

を行う。 

・担当地区引き継ぎ確認チェックリスト 

・長期入所・長期入院の訪問時チェックリスト 

・死亡廃止時の決裁における関係文書チェックリスト 

・手当受給資格チェックリスト 
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 ウ．「生活保護のしおり」に、「訪問時に地区担当員が金品を預かることはない」旨を明

記する（平成 30 年 1 月） 

生活保護制度の概要や権利及び義務を記載した受給者向けの「生活保護のしおり」

に、「訪問時に、地区担当員が金品を預かることはない」旨を明記する対策を直ちに実

施する。 

万が一地区担当員が受給者から現金等を預かった場合に、受給者が生活福祉課に連

絡することが想定され不正防止につながる効果がある。また、地区担当員が訪問時に

買物や支払などのために現金や通帳等を預かることを受給者から頼まれても、円滑に

断わることができ、安心して業務を行うことができるようになる。 

 

（２）組織としての管理体制の強化 

生活保護受給者の金銭管理状況について、査察指導員（係長）や課長による確認が

不十分であったことが、事案発生の大きな要因となったことから、査察指導体制の充

実を柱に組織としての管理体制を強化する。 

 ア．金銭管理に係る事務処理の確認の徹底（平成 29 年度から） 

   査察指導員（係長）が、金銭出納簿や通帳等の所在確認を定期的に行うとともに、

保護台帳上の金銭管理状況の記録の確認を行って、地区担当員の事務処理の進行管理

を行いながら必要な指導に当たる。確認の手順を平成 29 年度中に定めて開始する。 

 イ．金銭管理支援委託事業の活用の徹底（平成 29 年度から） 

   金銭管理支援委託事業の利用が必要な受給者が確実に利用できるように、対象者の

把握、及び支援開始に向けた進行管理等を査察指導員（係長）が確実に行うようにす

る。また、同事業の対象を短期入院の受給者など単発的な利用を含め拡大することを

検討する。 

   査察指導員による進行管理は、平成 29 年度中に開始するとともに、30 年度からの事

業拡大について検討する。 

 ウ．各種手当の受給状況の確認体制の確立（平成 30 年度） 

   心身障害者福祉手当等、最低生活費に係る収入認定として扱わない手当を含め、各

種手当の受給状況を関係所管と定期的に確認する機会を設け、各種手当の受給状況の

確認の徹底による不正防止と受給者支援の充実を図る。平成 30 年度から実施すること

とし、関係各課による調整を行う。 

エ．担当地区引き継ぎの仕組みの確立（平成 30 年度） 

  同一の地区は 2 年を超えて担当しないことを原則とし、地区担当員の交替は年度当

初に行い、遅くとも 2 か月以内に引き継ぎを完了することとする。やむを得ず引き継

ぎ期間を 2 か月以上とする場合の基準を明確にし、その場合は査察指導員（係長）、課

長の決裁を受けることとして、査察指導員は、1 か月毎に状況を確認しできるだけ早く

引き継を行うよう促すこととする。また、受給者の区内転居の場合は、1 か月以内に担
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当を引き継ぐことを原則とする。これにより、担当地区における責任の明確化を図る。 

  平成 30 年 4 月から適用することとし、29 年度中に基準作成等の準備を行う。 

 

（３）職員の倫理意識、資質等の向上に向けた取り組み 

 ア．生活保護業務における研修の強化（平成 29 年度から） 

   職員の生活保護制度の理解を深めスキルアップを目的とした研修と、倫理感の保持

や職務に対するやりがいを醸成するための研修とを、東京都及び国の実施する研修を

積極的に活用しながら体系的に実施する。また、自立支援相談員を活用して、倫理意

識や人権意識に関する職場研修を充実させる。 

地区担当員に対しては、生活保護制度や他法他施策についての基礎的研修と、倫理

意識や人権意識、法令順守等の研修を実施していく。また、「訪問先で金品の取り扱い

が発生しそうになったらどうするか」といった実践的な研修も取り入れていく。 

査察指導員に対しては、生活保護制度や他法他施策についての基礎的な知識を基盤

とした他機関や地域資源との連携、援助が難しい受給者である場合の地区担当員への

助言や指導に関する研修などスキルアップを目的とした研修を行う。また、査察指導

員自らの倫理意識や人権意識に関する研修や、地区担当員の業務についての危機管理

に関する研修も実施していく。 

これらは、課内の「研修 PT」において検討し、年間研修計画として平成 29 年度中

に策定した上で、生活保護実施方針に掲載し、平成 30 年度から実施していく。 

   なお、課内研修として、自立支援相談員を講師とする倫理意識向上及び金銭管理に

関する研修、また、生活保護の扶助費の返還等決定の実務研修を平成 29 年度中に開催

することとした。 

イ．区における研修の充実（平成 30 年度） 

区では、「目黒区人材育成・活用基本方針」を策定し、これまで高い倫理観と責任を 

備えた自ら行動する職員の育成に取り組んできた。採用時には倫理制度の理解促進を

図るとともに毎年職層を変えて倫理研修を実施してきたところであるが、今回の事案

を踏まえて平成 30 年度は内容を見直し、管理職層を対象に所属での OJT に向けた倫

理講師養成を実施する。また、特別研修として平成 30 年度前半に全職員を対象として

実践的な公務員倫理研修を複数回実施し、全庁的な研修と職場単位での研修をあわせ

て倫理意識の向上を図る。 

 

（４）職場風土、職場環境の改善（平成 29 年度から） 

   査察指導員（係長）や課長に相談しやすい風通しの良い職場づくりに取り組み、上

司が地区担当員の業務を十分に把握して、結果的に不正の起こりにくい環境をつくっ

ていく。また、報告や相談にとどまらず職員同士が活発に議論し、生活保護制度の目

的実現に対する意識を高め、意欲的かつ主体的に職務を行う職場風土を醸成する。 
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   そのために、課長からの積極的な声掛けや査察指導員による地区担当員への日常的

なサポートに意識して取り組むとともに、係ミーティングや係長会、事務研究会（生

活福祉課内の定例会議）の場で、報告・連絡とともに情報交換や意見交換が活発に行

われるよう進行等のマネジメントを工夫していく。また、ケース診断会議や有識者で

ある自立支援相談員の指導助言を活用して、個々の受給者の自立支援のために協力し

て取り組む機運を醸成する。 

   また、今後予定している健康福祉部等の組織再編の時期に合わせて事務室の配置を

見直し、廊下で二分されている生活福祉課の事務室を一体化することを検討する。 

 

（５）組織執行体制の見直し（平成 30 年度に向けて） 

 ア．地区担当員の配置数の見直し 

地区担当員が受給者の支援を的確に行うとともに、引き継ぎの適正化や金銭管理の

確実な実施が図れるよう、社会福祉法第 16 条に基づく職員数の確保に努める。 

 イ．査察指導体制の強化 

   再発防止のためには、地区担当員への金銭管理事務処理基準遵守の指導、金銭管理

支援委託の進行管理、各種手当の受給状況についての確認の徹底等、査察指導体制の

強化は急務である。現在の査察指導員（係長）は、地区担当員の指導に加え高齢者支

援や就労支援、健康管理支援等の専務的非常勤が行っている受給者自立支援プログラ

ムの管理も行っている。 

   こうした金銭管理や各種手当の受給状況、自立支援プログラムに係る査察指導を専

任で行う査察指導員を配置して、それらの機能を強化するとともに、現在の査察指導

員が地区担当員の指導に専念できる体制となるよう、査察指導体制の強化に向けた組

織の見直しと職員の配置を検討する。 

 ウ．経理担当によるチェック体制の強化 

   地区担当員及び査察指導員の体制の強化と併せて、生活保護扶助費の支出を管理す

る経理担当のチェック業務も精緻に実施することが求められる。経理事務の職員体制

の強化について検討する。 

 

（６）全庁的な服務規律保持の強化（平成 30 年度） 

   区では、昭和 49 年に職員の服務に関する規程、平成 18 年に目黒区服務監察規程を

制定し、服務に関する必要な事項を定めてきた。また、平成 18 年度から区政の透明性

向上のための 3 制度を運用し、不正行為に対する実効性のある制度運営を図ってきた

ところである。 

   しかし、今回の事案を含めて平成 18 年度以降 18 件の懲戒処分を実施しており、更

なる取組の強化が必要であることから、これまで体系的に実施していない予防監察の

実施体制を平成 30 年度に構築し実施する。 
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   あわせて、職員の異動については異動実施基準を厳格に適用していく。 

 

 

６ 再発防止に向けた継続的な取組 

 

  今後、二度とこのような事案を発生させないよう、本再発防止策が十分に機能してい

るか定期的に検証し、必要な改善を図っていく。 

  まず、再発防止策の中で平成 29 年度中に取り組むとした事項について、年度末までに

再発防止委員会による検証を行い、平成 30 年度に向けて必要な改善を行う。 

  引き続き再発防止委員会において半年後の平成 30 年 9 月に再度、検証を行い、その後

も定期的に検証を継続し更なる改善に取組んでいく。 

  また、平成 30 年 1 月に実務者レベルの「金銭管理事務ＰＴ」を生活福祉課内に立ち上

げ、金銭管理の事務処理方法が状況の変化に対応して有効に機能するよう、「金銭管理事

務処理基準」とその運用を定期的に見直していく。 

 

 

７ 資料 

 

別添 1：再発防止委員会設置要領 

別添 2：再発防止委員会開催等経過 

 別添 3：生活保護に係る用語解説 
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別添 1 

「生活保護受給者預金等着服事案に係る再発防止委員会」設置要領 

制定 平成 29 年 11 月 22 日付け目健福第 2997 号 

 

（設置及び目的） 

第 1 条 この要領は、「生活保護受給者預金等着服事案に係る再発防止委員会」（以下、「再

発防止委員会」という。）を設置し、平成 29 年 10 月 30 日に発生した「生活保護受給者預

金等着服事案」（以下、「事案」という。）の原因を究明し、再発防止策を構築することを目

的とする。 

（所掌事務） 

第 2 条 再発防止委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事案に関する調査結果に基づき発生の原因を究明すること。 

（２）組織管理上の問題点を抽出すること。 

（３）再発防止策を構築すること。 

（４）再発防止策を定期的に検証し、改善策を構築すること。 

（５）その他、必要と認める事項 

（構成員等） 

第 3 条 再発防止委員会は、別紙に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織し、有

識者を置く。 

2 委員長は、再発防止委員会を代表し、委員会を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

4 有識者は、再発防止策の構築にあたり、専門的見地から助言する。 

（再発防止委員会） 

第 4 条 再発防止委員会は、委員長が必要に応じて召集する。なお、資料等の持ち回りに

よる開催を妨げない。 

（関係者の出席） 

第 5 条 再発防止委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員その他関係

人の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第 6 条 再発防止委員会の事務局を、健康福祉部生活福祉課に置く。 

（その他） 

第 7 条 この要領に定めるもののほか、再発防止委員会に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

附 則 

この要領は、平成 29 年 11 月 22 日から施行する。 
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別紙（第 3 条関係） 

構成員名簿 

 

委員長    堀切 百合子    健康福祉部長 

副委員長   大塚 浩司     健康福祉部 生活福祉課長 

委員     田邊 俊子     健康福祉部 高齢福祉課長 

委員     保坂 春樹     健康福祉部 障害福祉課長 

委員     松本 英雄     健康福祉部 生活福祉課 管理係長 

委員     熊澤 径子     健康福祉部 生活福祉課 保護第二係長 

 

有識者    長友 祐三     埼玉県立大学 保健医療福祉学部 教授 

有識者    池谷 秀登     帝京平成大学 現代ライフ学部 教授 
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別添 2 

【再発防止委員会開催等経過】 

 平成 29 年 11 月 22 日 第 1 回 再発防止委員会開催 

           ・事実関係及び調査結果の確認 

           ・再発防止策検討の観点を決定 

 平成 29 年 12 月 8 日 第 2 回 再発防止委員会開催 

           ・事案の発生要因、組織の問題点の整理 

           ・再発防止策の検討 

 平成 29 年 12 月 13 日 第 3 回 再発防止委員会開催 

           ・再発防止策の検討 

 平成 29 年 12 月 22 日 第 4 回 再発防止委員会開催 

           ・再発防止策のまとめ 
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別添 3 

生活保護に係る用語解説 

【あ行】 

○預かり金品等台帳 

  保護の開始時や施設への入所時等に受給者からの依頼により、現金、公的証書、通帳、

印鑑等を預かる場合に記入し、査察指導員（係長）及び課長の決裁により運用している

書類。預かった金品等は、複数人により確認し、生活福祉課内の金庫に保管する。 

〇遺留金品処理調書 

  受給者の死亡時に遺留金品を適正に処理することを目的に決裁する。遺族に引き渡す

ときの「引き渡し確認書」、遺族がいない場合に葬祭費用（葬祭扶助）に充当した時の書

類等を添付する。 

【か行】 

〇金銭管理支援事業委託 

  自ら金銭管理を行うことが難しい受給者に対し、支援計画書に基づき安定した生活の

維持及び金銭管理能力の醸成を目的として行う事業で委託により実施している。 

〇金銭管理事務処理基準 

  目黒区生活福祉課の金銭管理に関する基準で平成 13 年 8 月 1 日に制定し、随時改正し

ている。金銭管理に関する基本的な考え方、具体的な事務処理、遺留金の扱い方、保護

費支給の流れと、関係様式から構成されている。 

○ケース診断会議 

  複雑困難な問題を有する被保護世帯にかかる援助方針、指導内容等について、総合的

に検討し、支援の充実を期するとともに、実施機関としての支援の妥当性を確保するこ

とを目的とした生活福祉課内の会議体。 

〇現金出納簿 

  受給者からの申込により、一時的にやむを得ない理由で金銭を預かり、生活福祉課で

管理する場合に世帯毎に作成する簿記。 

【さ行】 

○査察指導員 

  生活保護行政の執行体制として、社会福祉法第 15条の規定に基づき福祉事務所が配置

すべき所員の一つとされ、査察指導員は地区担当員の業務の指導監督を行う。生活福祉

課では係長の職にある職員。 

〇事務所払い（窓口払い） 

  生活保護の扶助費を生活福祉課窓口で受給者に現金支給すること。受給者は領収書に

押印して受領する。 
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○社会福祉主事資格 

  福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格（任用資格）であり、社会福

祉施設職員等の資格に準用されている。社会福祉法第 15 条において、福祉事務所の査察

指導員及び現業員は社会福祉主事でなければならないとされている。 

社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学において厚生労働大臣が指定する科目のう

ち 3 つ以上を履修して卒業した場合にも取得することができる。 

〇自立支援相談員 

 生活保護の受給者や生活困窮者の抱える複雑で多様な生活課題に対応した適切な支援

と、地区担当員や査察指導員など職員に対するサポートを行う相談員。任用資格は、大

学准教授程度の学識経験及び福祉事務所で 5 年程度の実務経験を有する者。 

○心身障害者福祉手当 

  障害のある方などが要件を満たしている場合に支給される手当で、障害等の程度によ

り月額 10,000 円から 15,500 円が支給される。生活保護の受給者の収入として認定しな

い取扱いとなる。 

〇生活保護法第 63 条 

  被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、

保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保

護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければな

らない。 

〇生活保護法第 78 条 

  不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者がある

ときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、

その者から徴収するほか、その徴収する額に 100 分の 40 を乗じて得た額以下の金額を徴

収することができる。 

【た行】 

○地区担当員 

  社会福祉法 14 条にある「福祉に関する事務所」において福祉六法（生活保護法、児童

福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法）

に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を司る現業員。地区担当員は、受給

者の訪問調査を行い、利用者の自立支援に努めるよう業務を行う。 

【は行】 

○保護台帳 

生活保護法施行細則第 2 条において定めている法の適切な運用を図るため福祉事務所

が備えるべき文書で、保護開始理由、世帯類型、扶助の種類などの世帯情報を掲載する。

様式類として、面接記録票や保護決定調書、ケース記録票、医療扶助台帳などが備える

べきものとして細則で定められている。 


