
令和２年度社会福祉推進事業

日常生活支援住居施設の
生活支援提供責任者等研修

令和３年２月

厚生労働省社会･援護局保護課



無料低額宿泊施設
○ 生計困難者のために無料又 低額な料金で利用させる施設（社会福祉法第２条第３項第８号）であり、事業を開始したとき

、都道府県知事等へ届け出なければならない。

○ 箇所数：５７０箇所、入所者数１７，０６７人
（うち生活保護受給者１５，４５７人）

※施設数等 平成30年７月末時点。

（参考）社会福祉各法に法的位置付けのない施設
○ 箇所数：１，２３６箇所、入所者数１６，５７８人

※施設数等 平成27年６月末時点。調査時点で生活保護受給者が２名以上利用している施設数であり、入所者数 生活保護受給者に限る。

○ 平成15年度 無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針（ガイドライン）策定

○ 平成22年度～ 優良施設への支援（居宅生活移行支援事業）
→ 生活指導・就労指導を行い、居宅生活への移行を支援するため、無料低額宿泊所に指導員を配置する際の人件費等の

財政支援を実施。

○ 平成27年４月 ガイドラインの見直し
→ 「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」を見直し、社会福祉法の各種規定の解釈（定義の明確化、不当な行為

に該当する範囲等）を具体的に示し、事業者の届出を徹底させ、社会福祉法に基づく行政の関与による運営の適正化を
徹底。

○ 平成27年７月～ 住宅扶助基準の見直し
→ 住宅扶助の上限額を床面積に応じて減額する仕組みを導入。

○ 令和２年４月 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準省令の施行
→ 事業範囲の明確化、事前届出制、多人数部屋・簡易個室の解消、居室面積等の 低基準を省令で規定。

当該省令を踏まえて、都道府県・指定都市・中核市がそれぞれ 低基準に関する条例を制定。

○ 令和２年４月 日常生活支援住居施設の創設（支援委託 同10月～）
→ 無料低額宿泊所のうち、一定の基準を満たすと認定された「日常生活支援住居施設」において 、単独での居住が困難な

生活保護受給者に対する日常生活支援を福祉事務所が委託して実施。

無料低額宿泊所等に対する取組

延床面積 15㎡～11㎡ 10㎡～７㎡ ６㎡以下

減額率 △10% △20% △30%

⽇常⽣活⽀援住居施設及び無料低額宿泊所について

総 数
社会福祉
法人

医療法人
社団・
財団法人

NPO法人 営利法人 無回答等

570
40

（7.0％）
2

（0.4％）
28

（4.9％）
401

（70.4％）
76

（13.3％）
23

（4.0％）

（運営主体の内訳） 平成30年７月末時点
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生活困窮者等の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への
進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。

改正の趣旨

１．生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法）
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化

① 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設
・ 両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)

② 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
③ 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設

(2) 子どもの学習支援事業の強化
① 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化

(3) 居住支援の強化（一時生活支援事業の拡充）
① シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等

２．生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法）
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援

① 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化

① 「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進
② 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化

(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援
① 無料低額宿泊所について、事前届出、 低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
② 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施

(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等

３．ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法）
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し（年3回（4月,8月,12月）から年6回（1月,3月,5月,7月,9月,11月）） 等

改正の概要

平成30年10月１日（ただし、１．(2)(3) 平成31年４月１日、２．(1) 公布日、２．(2)① 令和３年１月１日、２．(3) 令和２年４月１日、３． 令和元年９月１日※ 等）

施行期日

※令和元年11月支払いより適用

平成30年６月１日成立
平成30年６月８日公布
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○日常生活支援住居施設の認定要件（人員配置基準）
利用者15人に対して職員1名（常勤換算１５：１）を配置

○日常生活支援に係る委託事務費
入居者１人あたり月額＜地域別＞ 29,100円 ～ 23,400円

※ 職員を増配置している施設について 、職員配置の状況に応じた
加算措置

○日常生活支援住居施設への委託開始等のスケジュール
・施設の認定申請を令和２年４月以降から受け付け、

令和２年１０月から委託を開始

貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援＜令和2年4月施行＞

○ 利用者の自立を助長する適切な支援環境を確保す
るため、社会福祉法を改正し、法令上の規制を強化

１．無料低額宿泊所の規制強化（貧困ビジネス規制）

○ 生活保護法を改正し、単独での居住が困難な生活保
護受給者に対し、一定の支援体制が確保された「日常
生活支援住居施設」において、必要な日常生活上の支
援を提供する仕組みを創設

２．単独で居住が困難な方への日常生活支援

日常生活支援住居施設の認定要件及び委託事務費

①無料低額宿泊事業について、新たに事前届出制を導入

②従来ガイドライン（通知）で定めていた設備・運営に関す
る基準について、法定の 低基準を創設 ＜令和元年8
月省令公布＞

③ 低基準を満たさない事業所に対する改善命令の創設

福祉事務所が、単独での居住が困難な受給者への
日常生活上の支援の実施を、日常生活支援住居施
設に委託可能とする

無料低額宿泊所等

劣悪な宿泊所良質な宿泊所

当該住居に支援を必要とする生活保護受給者（※）が入居した場
合、福祉事務所が事業者に日常生活上の支援の実施を委託し、
その費用を事業者に交付

※ 単独での居住が困難で、無料低額宿泊所等で日常生活上の
支援を受ける必要がある生活保護受給者（福祉事務所が判断）

①行政庁への届出
事後 ⇒ 事前
（社会福祉法）

低基準を満たす
無料低額宿泊所（社会福祉住居施設）

③改善命令の
創設

②拘束力のないガイドライン
⇒ 低基準の創設

（社会福祉法）

事業の制限・
停止命令

見直し内容

低基準違反

規
制
の
強
化

面積に応じた住
宅扶助費の減額

措置の強化

面積に応じた住
宅扶助費の減額

措置の強化

調査

（社会福祉法）

劣悪な宿泊所

日常生活
上の支援
の委託を
受けない
無料低額
宿泊所

日常生活上の支援を委託する無
料低額宿泊所等の基準の創設
（生活保護法）
※都道府県、政令市、中核市が認定

日常生活支援住居施設
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（ 低基準）について

・居室 個室とし、面積 7.43㎡（地域の事情によって4.95㎡）以上とする。
・多人数居室や簡易個室 、施行後３年（令和5年（2023年）３月）の間に解消する。

・建築基準法及び消防法の規定を遵守した建築物や設備とする。消火器や自動火災報知設備の設置義務が
かからない場合も防火にかかる設備の整備に努める。

・非常災害に対する具体的計画を立てるほか、避難訓練等を年１回以上実施する。

・食事の提供等のサービス内容や利用料等を盛り込んだ運営規程を整備し、都道府県等に届出を行うととも
に、施設内への掲示や公開を行う。

・入居申込者に対して 、運営規程の内容を文書で説明し、利用契約を文書により締結する。
・居室使用料、食費、光熱水費など、利用者から受領できる費用及びその基準を規定する。

・金銭管理 入居者本人が行うことを原則とする。金銭管理に支障がある入居者の本人の希望に基づき金銭
管理を行う場合 、個別の契約締結、管理規程の整備、帳簿の整備、収支の記録など、適正に実施する。

居住環境の
整備

防火・防災
対策

利用手続き・
利用料金の

適正化

長期入居の
防止・居宅
生活移行

・無料低額宿泊所 、基本的に 一時的な居住の場であることに鑑み、一般住宅等で独立して日常生活を送
ることが可能かどうか常に把握し、可能な場合に 円滑な退居に向けて必要な支援を行う。

・契約期間 １年以内（更新可）とし、契約期間終了前に 利用者の意向を確認するともに、福祉事務所等の
関係機関と利用の必要性について協議する。

・一般住宅での生活へ移行するための準備や訓練を行うためのものとして、利用期間が1年以下で入居定員
が５人未満のサテライト型住居を設置することができることとする。（※令和4年４月施行）

事業範囲の
明確化

・入居の対象を「生計困難者に限定している場合」や、「生活保護受給者が定員の概ね５割以上であり、居室
使用料や共益費以外の料金を受領している場合」 、無料低額宿泊所に該当するものとして 低基準に基
づく規制に服するものとする。

○ 改正社会福祉法（平成３０年６月成立）の規定に基づき、これまでガイドライン（通知）で定めていた無料低額宿泊所の設備・
運営に関する基準について、法定（※）の 低基準を創設。（令和２年４月施行）

※ 低基準を定めた厚生労働省令案についてパブリックコメントを実施。令和元年８月１９日に省令を公布した。
※ 当該省令を踏まえて、都道府県・指定都市・中核市がそれぞれ 低基準に関する条例を制定する。
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無料低額宿泊所
○ 生計困難者のために無料又 低額な料金で利用させる施設（社会福祉法第２条第３項第８号）であり、事業を開始したとき

、都道府県知事等へ届け出なければならない。

【施設数及び入所者数】

【居室面積別の個室数（個室以外 、一人当たりの平均面積）平成30年７月末時点】

※個室の無回答等に 個室以外（複数人部屋）のみの施設を含み、個室以外の無回答等に 個室のみの施設も含む。

（参考）社会福祉各法に法的位置付けのない施設
※調査時点で生活保護受給者が２名以上利用している施設数であり、入所者数 生活保護受給者に限る。

無料低額宿泊所について

H30年7月末 H27年6月末 増減

施設数 570 537 ＋31

入所者数 17,067人 15,600人 ＋1,467人

入所被保護者数 15,457人 14,143人 ＋1,314人

H27年6月末 H22年6月末 増減

施設数 １，２３６ １，３１４ －７８

入所被保護者数 １６，５７８人 １６，６１４人 ＋３６人

総数
内訳

4.95㎡未満 4.95～7.43㎡未満 7.43㎡以上 無回答等

個室
16,635

(100%)

912

(5.5%)

6,168

(37.1%)

9,417

(56.6%)

138

（0.8%）

個室以外
1,321

(100%)

207

(15.7%)

681

(51.6%)

144

(10.9%)

289

（21.8%）
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日常生活支援住居施設について

○ 生活保護受給者のうち、食事や洗濯等の家事、服薬等の健康管理、日常の金銭管理、人とのコミュニケーション等、日常生
活を送る上での課題を有する者が地域の中で安定して暮らしていくためには、住まいそのものの確保のみならず、その者の課
題に応じた生活上の支援を行うことが必要。

○ 改正生活保護法に基づき、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確
保した日常生活支援住居施設に委託する仕組みを創設し、支援の実施に必要な経費を負担する。

賃貸住宅等
（単独居住） 無料低額宿泊所（共同居住等）

見守り・安否確認

住
ま
い

生
活
支
援

在宅

低 高

（介護保険・障害福祉サービス等
の外部利用）

無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設 保護施設

・状況把握（原則1日1回）、軽微な相談
・食事の提供等（別途契約）

施設への入所と一体
的に行われる生活全

般に渡る援助

入居者の状況に応じた
日常生活上の支援

（居宅移行に向けた支援）

※ 上記の図 、無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設の位置づけについて、在宅生活と保護施設との関係性を整理したものであり、日常生活上
の支援の提供について 、他法のサービス活用など様々な形態があることに留意。

【令和３年度予算（案）】2,678,356千円（1,339,178千円）
実施主体：都道府県、指定都市、福祉事務所設置自治体
負担率：３／４事業概要
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項目 視点

状態像の例

生活全般に渡る支援
本人の状態に

応じた生活支援
状況確認・必要に応じた

相談助言
定期的な確認

・見守り等の支援
日常生活自立

金銭
管理

収入等に応じた計画的な
消費ができるか否か。

金銭の価値や、使用方法
など基本的な理解が不足
している。

家計管理について意識が
ほとんど無く、公共料金を
滞納したり、数日間で浪費
してしまう。

家計管理について意識が
乏しく、月の途中で生活費
を使い果たしてしまうこと
が度々ある。

家計管理について一定の
意識 あるが、月末に生
活費が足らなくなることが
時々ある。

残金等を意識して買い物
等ができる。

健康
管理

・

衛生
管理

疾病等がある場合、必要
な服薬や通院ができてい
るか。

病識等がなく、治療の必要
性について理解していない。

服薬等の治療の必要性に
ついて意識が乏しい。

服薬を忘れたり、一度に服
薬してしまうことが度々あ
る。

治療の必要性 理解して
いるが、服薬を忘れてしま
う場合が時々ある。

特段の疾病 ない又 服
薬等 自己管理できてい
る。

アルコール等への依存が
あるか。

依存症の認識等がなく、問
題行動等を繰り返す。

依存症の認識 あるが断
酒等の対処ができていな
い。

断酒等の意思 あるが、
飲酒してしまうことが時々
ある。

依存症又 依存傾向 あ
るが、断酒等が自己管理
ができている。

依存症の傾向 見られな
い。

入浴や着替えなどの衛生
管理ができるか。

入浴や着替えについて介
助等が必要

衛生管理の意識がほとん
ど無く、入浴等について繰
り返し声かけが必要。

衛生管理の意識に乏しく
何日間も入浴しないことが
度々ある。

衛生上の問題が生じるほ
どで ないが、入浴等を
怠ったりする傾向がある。

特段の問題 見受けられ
ない。

炊事

洗濯
等

食事の支度が自分自身で
できるか。

食事行為そのものについ
て介助等が必要。

自分自身で 食事の支度
等が困難。

市販品の購入 できるが、
食事の内容等に問題等が
みられる。

総菜等を購入したり、電子
レンジを使うことができる。

自分自身で調理等ができ
る。

掃除・洗濯が自分自身で
できるか。

掃除・洗濯等が自分自身
で できない。

具体的な指示や部分的な
支援があればできる。

掃除・洗濯が適切に行わ
れないなど、声かけが必要
な場合がある。

基本的に 自立している
が、ゴミ捨ての状況など確
認が必要な場合がある。

自分自身で掃除や洗濯が
できる。

安全
管理

火気等の管理など安全管
理ができるか。

火気などの危険性に関す
る理解や認識が不足して
いる。

火気の取扱いの制限など、
一定の管理が必要。

機器等の使用ルールの徹
底など、一定の管理が必
要。

能力等の低下等、予防的
観点からの注意が必要。

特段の問題 見受けられ
ない。

理解
・

コミュ
ニ

ケー
ション

生活する上での決まりご
となど理解したり、問題解
決ができるか。

理解能力に不足があり、
生活を送る上で、常に声か
けや具体的な指示が必要。

理解能力に不足がみられ、
声かけや具体的な指示が
必要な場合がある。

十分な理解能力があると
言えないが、繰り返し説

明をすれば理解が可能。

日常生活上 特段の問題
ないが、各種手続きなど

複雑な事項について 支
援等が必要

理解能力 問題なく、不明
な点など 、自分から質問
もできる。

周りの者とのコミュニケー
ションが適切に図れるか。

他者とのコミュニケーション
を図ることが困難。

コミュニケーション能力に
難あり、孤立したり、問題と
なる行動をとってしまう恐
れがある。

他者の感情等の理解や自
分自身の意思伝達が苦手
なため、対人トラブルを生
じることがある。

コミュニケーション能力に
一定の課題等が見受けら
れ、トラブル等抱えていな
いか定期的な確認が必要

生活を送る上での大きな
支障 見受けられない。

・判断の視点や状態像の例であって、以下の全ての項目を満たすことを要件に委託の対象とするもので ないことに留意。

・下記の状態像に該当した場合でも、他のサービス活用等を図ることによって居宅で生活が可能な場合について 、居宅保護を優先本人の状態像の例
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日常生活支援住居施設の委託事務費

人員配置別・地域別単価（月額換算）

入居者1人あたり月額＜定員15人施設の場合＞ （単位：円）

人員配置 1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他

5 : 1 63,900 61,600 61,100 59,400 58,200 55,900 54,200 52,400

7.5：1 46,500 44,800 44,400 43,100 42,200 40,500 39,200 37,900

10：１ 37,800 36,400 36,000 35,000 34,200 32,800 31,700 30,600

15：1 29,100 27,900 27,700 26,800 26,200 25,100 24,300 23,400

※ 各級地 保護施設事務費の例による。

職員配置 １５：１

職員配置 １０：１

職員配置 7.5：１

基本単価（15:1） ：29,100円～23,400円

10:1の場合 ：37,800円～30,600円

7.5：1の場合：46,500円～37,900円

5:1の場合 ：63,900円～52,400円 職員配置 ５：１

定員15人
施設の場合

3.0人

2.0人

1.5人

1.0人

※ 要支援・要介護
者、障害者、精神
疾患患者、刑余者
等を一定数以上受
け入れている場合
に算定

常勤換算職員数

職
員
体
制
別

○入居者１人あたり月額＜地域別：定員１５人施設の場合＞

宿直職員を
配置した場合

8,400円
～

10,200円
を加算

※ 利用者からの利用料（基本サービス費分）の金額 、月7,000円を上限とする。

委託事務費の概要

注： 委託事務費の単価設定 、１人１日あたりの単価とする予定
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無料低額宿泊所等の社会福祉施設等施設整備費（案）

令和３年度当初予算案【4,812,175千円の内数】
日常生活支援住居施設への施設整備補助

令和２年度第三次補正予算案【2,977,038千円の内数】
無料低額宿泊所の個室化改修事業（コロナ対策）

予算 社会福祉施設等施設整備費補助金に計上＜障害保健福祉部において一括計上＞

補助率 国１／２、自治体（都道府県・指定都市・中核市）１／４、事業者１／４

補助基準額
（令和２年度分）

新築 既存施設の改修

１施設あたり
総事業費300千円以上10,000千円以下宿所提供施設に準ずる

（定員１名あたり1,920千円）
１施設あたり
総事業費300千円以上10,000千円以下

補助対象
無料低額宿泊所の届出（新築の場合は予定を含む）事業者で、当該施設の
日常生活支援住居施設の認定を受け運営する者

無料低額宿泊所の届出事業者

創設年度 令和３年度～ 令和２年度（第一次補正）

日常生活支援住居施設については、平成30年度の生活保護法の改正により創設され、⼀定の支援が必要な生活保護受給者等の住まいの場として
設置が進められるところ。また、無料低額宿泊所については、これまでも生活保護受給者等の住まいの場として活⽤されてきたところであるが、
多⼈数部屋が少なからず存在する状況となっており、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から、令和２年度第３次補正予算案により、引き
続き個室化の整備を推進するための経費を計上する。

事業概要

整備内容

（注）国庫補助の条件等は別途定める。
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日常生活支援住居管理職員等資質向上研修費（委託費）

○ 日常生活支援住居施設については、令和２年度から施設の認定及び生活支援の委託が開始されるとともに、本人の状況や生活課題等を把握し、本人の抱えてい
る課題等を踏まえた支援目標や支援計画の策定が求められる。

○ これらの一連の支援業務について標準的な実施方法や支援を行う上での視点や留意点等を示し、全国の日常生活支援住居施設における支援業務の標準化を図る
とともに支援の質の向上を図る必要がある。

○ なお、支援の標準化については、令和２年度の調査研究事業（社会福祉推進事業）において、研修カリキュラム及び研修テキストの開発を進めており、その成
果を令和３年度の研修で活用することとしている。

要求要旨

【令和３年度予算案】 11,370千円
実施主体：厚生労働省（委託費）

○ 全国の日常生活支援住居施設の管理者等への研修
○ 全国研修を２回開催（東日本、西日本で各１箇所）
○ 各２日

※ 生活困窮者支援に当たる職員との合同研修、オンラインによる開催も検討

事業概要

・アセスメントの方法、支援目標や個別支援計画の立て方等
・個別支援計画を作成するための留意すべき視点、記載方法等
・ホームレス、刑余者、精神障害者等対象者に応じた支援の技能・知識
・モニタリング、個別支援計画変更等の手法
・地域の社会資源の活用 等

研修カリキュラム等の内容（案）

日常生活支援住居施設

入居者への充実した生活支援

委員長 岡田太造（兵庫県立大学客員教授）
委 員 井上雅雄（一般社団法人居住支援全国ネットワーク代表理事、弁護士、ＮＰＯ

法人おかやま入居支援センター理事長（岡山県指定居住支援法人））
委 員 芝田 淳（一般社団法人居住支援全国ネットワーク理事兼事務局長、司法書士､

ＮＰＯ法人やどかりサポート鹿児島理事長（鹿児島県指定居住支援法人））
委 員 奥田知志（ＮＰＯ法人ホームレス支援全国ネットワーク理事長（福岡県指定居

住支援法人））
委 員 滝脇 憲（一般社団法人居住支援全国ネットワーク理事、ＮＰＯ法人自立支援

センターふるさとの会常務理事）
委 員 山田耕司（ＮＰＯ法人抱樸常務理事（福岡県指定居住支援法人））
委 員 的場由木（ＮＰＯ法人すまい・まちづくり支援機構理事）
委 員 辻井正次（中京大学現代社会学部教授）
委 員 垣田裕介（大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授）
委 員 菅野 拓（京都経済短期大学講師）
委 員 今井誠二（尚絅学院大学人文社会学群教授、ＮＰＯ法人仙台夜まわりグループ

理事長）
委 員 立岡 学（一般社団法人居住支援全国ネットワーク理事兼事務局次長、ＮＰＯ

法人ワンファミリー仙台理事長（宮城県指定居住支援法人））

研修カリキュラム等の検討体制等
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住宅扶助 、福祉事務所が生活保護受給者に代わり、直接賃貸業者に家賃を弁済する代理納付が可能。
（生活保護法第37条の２）

○ 住宅扶助費が家賃支払いに適確に充てられるよう、生活保護受給者に代わり福祉事務所が家主等に納付することを可能としている。

あわせて、通常、家賃と一緒に支払う共益費（生活扶助）についても代理納付を可能としている。

○ 代理納付制度のより一層の積極的な活用について、平成２７年に全国の地方自治体あてに通知するとともに、毎年、地方自治体の生

活保護担当を参集した全国会議で周知を図っている。

○ 平成２９年１０月に施行された改正住宅セーフティネット法において、新たに、代理納付を推進するための手続きを整備した。

① 賃貸人 生活保護受給者の家賃滞納等に係る情報を福祉事務所に通知することができる。

② 通知を受けた福祉事務所 、代理納付等の措置の必要性を判断するため、 やかに事実確認を行う。

○ 令和２年４月より、①家賃等を滞納している場合、②公営住宅の場合、③セーフティネット住宅に新たに入居する場合に 、住宅扶助

について、原則、代理納付を適用することとした。（ただし、家主が希望しない場合、住宅扶助費が満額支給されない場合、口座振替に

より住宅扶助の目的が達せられる場合を除く）

住宅扶助の代理納付の仕組み

生活保護の住宅扶助における代理納付について

住宅扶助代理納付実施状況

調査時点
住宅扶助支給

世帯数（A）

代理納付
実施世帯数

（C)

代理納付
実施割合
（C／A)

家賃全額が計
上されている
世帯（B)※

代理納付
実施割合
（C／B)

平成30年７月 1,386,639 1,219,671 322,514 23.3% 26.4%

公営住宅 245,554 235,539 147,318 60.0% 62.5%

民営の賃貸住宅 943,816 812,651 160,910 17.0% 19.8%

その他 197,269 171,481 14,286 7.2% 8.3%

令和元年７月 1,384,279 1,215,323 332,599 24.0% 27.4%

公営住宅 241,345 230,373 145,326 60.2% 63.1%

民営の賃貸住宅 941,125 810,579 173,102 18.4% 21.4%

その他 201,809 174,371 14,171 7.0% 8.1%

実施機関

賃貸業者

賃借権
の提供

家賃支
払債務

②住宅扶助に相当する金額

③住宅扶助の交付が
あったものとみなす

①賃貸借契約
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無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設関連法令・通知等

12

無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設

基準関係 ○「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」（令和元年８
月19日 厚生労働省令第34号）

○「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について」（令
和元年９月10日 社援発0910第３号 社会・援護局長通知）

○「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準Ｑ＆Ａについ
て」（令和元年12月13日 保護事業室 事務連絡）

○「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設に関するＱ＆Ａ
（Ｒ２年９月版 ））について」（令和２年９月30日 保護事業
室 事務連絡）

○「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定め
る省令」（令和２年３月27日 厚生労働省令第44号）

○「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等につい
て」（令和２年３月27日 社援発0324第14号 社会・援護局長通知）

○「日常生活支援住居施設における個別支援計画様式例の配布につい
て」（令和２年８月25日 保護課 事務連絡）

費用 ○「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準につい
て」（平成20年３月31日 厚労省発社援第0331011号 事務次官通知）

○「日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱い
について」（令和２年４月３日 社援保発0403第1号 保護課長通知）

指導・検査等 ○「無料低額宿泊所の届出等に係る参考様式例の送付について」
（令和元年12月27日 保護事業室 事務連絡）

○「無料低額宿泊所の金銭管理規程に関する参考例の送付につい
て」（令和２年３月２日 保護事業室 事務連絡）

○「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する指導指針について」
（令和２年３月27日 社援発0325第14号 社会・援護局長通
知）

○「無料低額宿泊所の開始届出における留意事項について」（令
和２年４月13日 保護課 事務連絡）

○「無料低額宿泊所の届出勧奨等における留意事項について」
（令和２年12月11日 社援保発1211第１号 保護課長通知）

○「日常生活支援住居施設の認定要件に関する指導検査要綱及び指導検
査事項について」（令和２年11月５日 社援発1105第８号 社会・援
護局長通知）

その他 ○「無料低額宿泊所における防火安全対策の推進に係る整備について」（令和元年６月27日社援発0520第４号 社会・援護局長通知）
○「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用について」（令和２年３月27日 社援保発0327第１号 保護課長通
知）

○「居宅生活移行総合支援事業の実施について」（令和２年３月31日 社援保発0331第４号 保護課長通知）
○「無料低額宿泊所等における住宅扶助の認定について」（令和２年８月24日 社援保発0824第１号 保護課長通知）



新型コロナ感染症関連の一連の対応
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保護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等

１ 保護施設等の衛生管理体制確保支援（継続）

１ 保護施設等の衛生管理体制確保支援（継続）
２ 救護施設職員への慰労金支給
３ 保護施設等の事業継続支援等

・保護施設でのかかりまし経費
（追加人件費、職員個人購入衛生用品、行政検査が受けられない場合の検査費用等）支援
・自治体が実施する感染予防研修、マニュアル、事業継続計画（BCP）の作成

４ 生活困窮者等の住まい対策（居宅生活移行緊急支援事業）

１ 保護施設等の衛生管理体制確保支援、事業継続支援等（継続）
２ 保護決定等体制強化事業（就労支援等の補助業務を行う事務員増による対応）

令和２年度第三次補正予算
（生活困窮者補助金）

令和２年度第二次補正予算
（生活困窮者補助金）

令和２年度第三次補正予算案
（新型コロナウイルス感染症セーフティネット

強化交付金）

令和２年度第一次補正予算
（社会福祉施設等施設整備補助金）

１ 保護施設、無料低額宿泊所の個室化改修をメニューに追加

令和元年度予算
（生活困窮者補助金）

１ 保護施設等の衛生管理体制確保支援
・衛生用品（マスク、消毒液等）の緊急調達
・衛生環境改善（施設内消毒等）
・感染予防等の広報・啓発（障害を抱える施設利用者への資料（点字等）作成）

保護施設事務費
（生活保護費負担金）

【次の経費に特別基準を設定】
１ 救護施設及び更生施設における施設外での一時的な見守り支援にかかる経費

（見守りのための居室確保等費用、非常勤職員等の雇上費用）
２ 保護施設が実施する感染予防研修、マニュアル、事業継続計画（BCP）の作成にかかる経費

令和３年度当初予算案
１ 生活困窮者等の住まい対策（居住不安定者等居宅生活移行支援事業）

（居宅生活移行総合支援事業の拡充）
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新型コロナ感染症対策に関連した⽣活保護の一連の対応について
１．申請権の侵害の防止、速やかな保護決定等
申請権侵害の防止、速やかな保護決定等
○ 自立相談支援機関で生活保護が必要とされる者を福祉事務所につなぐ等の緊密な連携
○ 面接時の適切な対応 （申請権を侵害しないこと）、 やかな保護決定
○ 居住地がない者に対する現在地での保護の徹底

○ 福祉事務所の面接相談業務や保護決定までの手続きの事務の補助を行う臨時職員の雇い上
げ費用を補助（２次補正）

○ 地方創生臨時交付金を利用した事業として、休日開所や業務のデジタル化等の取組を行うこと
が可能である旨を周知

感染防止への配慮
○ ・申請時、対面 小限の時間とし、その他 電話等による聴取 ・対人距離の確保、マスク着

用等の感染防止 ・待機場所での感染拡大の防止への配慮、等を依頼
○ 低年２回としている訪問調査の延期等（この場合、電話等で状況を確認）が可能と周知

一時的な居所の確保が緊急的に必要な場合の支援
○ 民間宿泊所、ビジネスホテル等の確保を依頼。保護施設等への入所が必要な方について 、

施設入所を行う等の対応を周知。無料低額宿泊所等への入居について、やむを得ない場合を
除き、個室への入居の促進を依頼。

○ 生活に困窮し住まいを失った方等に対し、アパート等の居室確保や定着支援を行い安定した
住まいの確保を推進（２次補正）

○ 民間宿泊所等を利用して生活保護を開始する場合、転居後の一般住宅等（アパート等）の住宅
扶助費と 別に、住宅扶助基準の特別基準の限度額内で、一時的な宿泊料等を支給可。

２．弾力的な運用の周知
保護の要否判定等の弾力的な運用
○ 求職活動が困難等のやむを得ない場合 、稼働能力活用

の判断を留保（活用していない場合も保護受給可能）。

○ 一時的な収入減少で保護が必要となる場合で、緊急事態
措置期間経過後に収入が増加すると考えられるときの留意
点を通知 ・通勤用自動車の保有を認める。 ・自営業者
等の転職指導等を行わないことを認める。

学校教育における対応
○ 緊急事態措置区域外も含め、小学校等が臨時休業となっ

た場合に、臨時休業期間中の学校給食費に相当する額が
生活保護受給者の手元にわたるよう対応。

○ オンライン学習等のＩＣＴ教育に係る通信費を教材費として
支給

医療扶助における医療券方式の取扱い
○ 医療券入手のために福祉事務所を訪問せずに受診できる

ような取扱い。

特別定額給付金等の収入認定除外
○ 特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、ひとり

親世帯臨時特別給付金（基礎給付）について、収入認定か
ら除外（受給者の手元に残す）。

３．保護施設、無料低額宿泊所における対応 ※令和２年４月に無料低額宿泊所の規制強化。原則、個室だが３年間の経過措置期間中。

事業実施体制
○ 使用制限や使用停止等の要請がされない場合に 、事業の実施体制の縮小等を検討した上で、支援が必要な利用者に対する支援を提供。使用制限や使用

停止の要請がされた場合に 、特に支援が必要な利用者に対する丁寧な説明や代替支援の確保に努めた上で要請を踏まえた対応を検討。
○ 保護施設について、人員・設備基準等の柔軟な対応を周知。できる限りの支援を行った場合 措置費の対象。無利子・無担保の融資対象（福祉医療機構）。

感染症拡大防止対策
○ 入居者、職員用のマスクや消毒エタノールを優先配布するとともに、「３密」を避ける等の感染症拡大防止の取組を依頼。
○ 消毒液等衛生用品等の購入、消毒の実施等の衛生環境改善、パーテーションの設置等への補助（１・２次補正）

保護施設及び無料低額宿泊所の個室化、感染予防マニュアルの作成等事業継続・再開に向けた各種取組への費用補助（１・２次補正）
○ 無料低額宿泊所について、個室利用、衛生管理体制の整った居室の利用等の促進を周知、感染者が発生した場合に一時的に待避する居所の確保に係る経

費等の補助（１・２次補正）
○ 救護施設の職員への慰労金等を補助（２次補正）
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新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（仮称）の創設

【要旨】

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮される方々を対象とする生活や住まい等に関する支援について、地域

の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができるよう、都道府県を中心とした取組を包括的に支援する。

令和２年度 第三次補正予算案：１４０億円

【事業内容】 【事業スキーム】

１．感染症対策の徹底

○ 保護施設等における衛生管理体制の確保

▶ 感染症対策に要する衛生用品購入 ▶ 感染者発生時の消毒対応

▶ 感染が懸念される入所者の一時的な居所確保 等

２．生活や住まい等に関する支援の強化

○ 福祉事務所や自立相談支援機関における相談支援体制の強化

○ 生活困窮者自立支援の機能強化

▶ 家計改善支援員による改善指導の強化

▶ 不安定居住者対するアウトリーチ支援、一時的な居所確保の強化 等

○ ひきこもり当事者・経験者による相談支援の推進

○ 自殺相談体制、自殺予防に関する人材養成・普及啓発の強化

３．非対面方式による支援環境の整備

○ ICT等を活用した就労支援メニューの開発・機器整備

○ 子どもの学習・生活支援の遠隔実施の環境整備

等

○ 実施主体：都道府県（交付対象者）
※事業の実施に当たって 、都道府県の直接実施に
加え、都道府県から補助を受けた市町村等が実施主
体となる場合がある。

○ 補助率：国 3/4

国

都道府県

市町村や民間団体等の意見を聞いて
事業実施計画を作成

交付計画提出

都道府県
（直接実施）

市町村
（実施or補助）

民間団体等

補助・
委託

補助

補
助・

委託
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保護施設等 自治体

申請 申請

厚生労働省

補助（支給） 補助

保護施設等について、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、都道府県等が施設等へ配布する衛生用品の卸・販社からの一括購入等、
施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発、無料低額宿泊所の入居者等の感染拡大防止のための一時滞在場所確保、事業継続に向けた各種取組に必
要な費用を補助する。

保護施設等の衛生管理体制確保支援
１．衛生用品等の緊急調達

保護施設等における感染予防に必要な消毒液等について、都道府県等が、保護施設等へ配布するため卸・販社から一括購入するなど、衛生用
品の確保に必要な費用を補助する。
また、無料低額宿泊所等において、感染予防のため多人数居室にパーテーションを設置し個人のスペースを区切る対応へ補助する。

２．衛生環境改善事業
保護施設等において感染者が発生した場合等、感染拡大の防止のための消毒の実施に必要な費用について補助する。

３．入所者・利用者への感染予防等広報・啓発事業
感染症予防等に必要な情報が、障害を抱える入所者・利用者等にも行き渡るよう、広報・啓発資材作成に必要な費用について補助する。

４．無料低額宿泊所の入居者等の感染拡大防止のための一時滞在場所確保事業
主に多人数居室での集団感染を防ぐため、感染が懸念される入所者の一時的な居所の確保、必要な見守り等の支援に必要な費用について補助

する。

５．事業継続に向けた各種取組支援
保護施設等職員のための相談窓口設置、感染予防マニュアルの作成、メンタルヘルス、事業継続計画（BCP）の作成等、施設職員が安心して

職務に従事するための取組への支援について補助する。

事業内容

事業概要

事業スキーム等

補助対象者 補助率

都道府県・市・特別区・
福祉事務所を設置する町村

国３／４

保護施設等における感染拡大防止対策に係る支援

令和２年度 第三次補正予算案
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（１４０億円）の内数
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居住不安定者等居宅生活移行支援事業の創設

○ 令和２年度第２次補正予算において、生活困窮者と生活保護受給者の住まい対策を一体的に支援する「居宅生活移行緊急支援事業」を新設。

○ 支援対象者の狭間を無くすとともに、居住の確保とその後の安定した住まいを継続的に支援することを可能とし、長期化すると見込まれる居

住不安定者に対する支援を実施（令和２年度第２次補正予算「居宅生活移行緊急支援事業」から継続的な実施が可能な仕組み）

事業概要

生活困窮者及び生活保護受給者のうち、居宅生活への移行に際して支援を必要とする者に対して、転居先となる居宅の確保に関する支援、各種

契約手続等に関する助言等の居宅生活に移行するための支援及び居宅生活移行後に安定した生活を営むための定着支援を実施する。

（１）居宅生活移行に向けた相談支援

生活困窮者及び生活保護受給者に対して、居宅生活に移行すること及び移行後の転居先となる住宅に関して、希望や意向を聴取するととも

に、転居先候補の紹介や不動産業者への同行、契約手続き等に関する助言等の居宅生活の移行に向けた相談支援を行う。

（２）居宅生活移行後に安定した生活を継続するための定着支援

居宅生活に移行した者に対して、居宅生活を送る上での困りごと等に関する相談や緊急時の連絡への対応を行うほか、定期的な巡回や電話

により、食事や洗濯、掃除、ゴミ出し等の生活状況及び公共料金等の支払い状況の確認並びに必要に応じた助言等を実施する。

（３）入居しやすい住宅の確保等に向けた取組

① 居住支援法人を活用した不動産業者との調整による転居先の開拓、セーフティネット住宅を含む連帯保証人を設けることを入居条件とし

ないなどの生活困窮者等が入居しやすい住宅のリスト化等の転居先候補となる住宅の確保に向けた取組

② 居住支援協議会、地方公共団体の住宅部局、宅地建物取引業者、介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整体制の構築

令和３年度予算案： ７．４億円

事業内容

（１）実施主体：都道府県、市、特別区及び福祉事務所を設置する町村（社会福祉法人等の民間団体への委託・補助も可能）

（２）補助率：国３／４、自治体１／４

社会福祉法人・
NPO法人等

事業者

都道府県・市・特別区・
福祉事務所設置の町村

契約・申請 申請

厚生労働省

委託・補助 補助

補助スキーム等
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居宅生活移行総合支援事業の実施 ー 無料低額宿泊所等からの居宅移行支援

○ 従前より、無料低額宿泊所の入居者等に対する居宅生活への移行支援として、入居者等へ日常生活における自立支援・就労支援を行う「居宅

生活移行支援事業」を実施しており、また居住先の確保が困難な者について、家賃の代理納付の推進や不動産業者への同行など居宅の確保支援

を行う「居住の安定確保支援事業」を実施してきたところである。

○ 今般、令和２年４月より無料低額宿泊所の最低基準を制定し、日常生活支援住居施設への委託制度が創設されることを踏まえ、これら２事業

を再編して、一時的な宿泊施設である無料低額宿泊所や簡易宿所等からの居宅生活移行を一層推進するとともに、退去後の地域生活定着支援を

実施するなど、安定した居宅生活に向けて総合的な支援体制を構築する事業を新たに創設する。

要求要旨

事業概要

１．無料低額宿泊所入居者等に対する居宅生活移行支援（支援期間６か月～最長１年間）

○居宅移行に向けた相談支援

転居先の希望聴取、転居先候補の照会、不動産業者への同行や現地確認、契約手続き等への助言

２．居宅生活移行後の地域生活定着支援

○安定した居宅生活の継続に向けた相談支援等（支援期間：原則１年間）

巡回や電話による見守り、食事や衛生・各種支払い状況の定期確認、緊急時の連絡体制確保、その他困りごとに関する相談等

３．その他、居宅移行支援のための環境整備

○不動産事業者への働きかけ等

家賃の代理納付の推進、転居先の開拓、連帯保証人が不要である等生活困窮者が入居しやすい住宅のリスト化等

○関係機関との連携・体制構築

居住支援協議会、地方公共団体の住宅部局、宅地建物取引業者、地域住民、介護サービス事業者等との連携

【令和２年度予算】 600,000千円
実施主体：都道府県、指定都市、福祉事務所設置自治体（補助率：３／４）

19



無料低額宿泊所における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応

令和２年度当初予算、一次補正予算、二次補正予算、三次補正予算案

新型コロナウイルス感染拡大防止及び居室環境の改善の観点から、無料低額宿泊所について、多人数居室の個室化を図る。
合わせて、マスク・消毒用エタノール等衛生用品緊急調達、入所者等への感染予防啓発、一時的な居所の確保、職員への研修

等事業継続の取組への補助を実施。

○ 改正社会福祉法（平成30年６月成立）の規定に基づき、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」（省令）を創設。（令和２年４月施行）
※ 当該省令を踏まえて、都道府県・指定都市・中核市がそれぞれ 低基準に関する条例を制定。

居住環境の整備 ・居室 個室とし、面積 7.43㎡（地域の事情によって4.95㎡）以上とする。
・多人数居室や簡易個室 、施行後３年（令和5年（2023年）３月）の間に解消する（省令附則第２条）。

１．多人数居室の個室化

（１）補助限度額

原則として総事業費30万円以上1,000万円以内のもの

（２）負担割合

国１／２、自治体１／４、事業者１／４ （都道府県・指定都市・中核市を通じた間接補助）

※ 障害保健福祉部（社会福祉施設等施設整備費補助金）において計上

２．無料低額宿泊所におけるその他の支援
（令和２年度１次補正）

マスク、消毒用エタノール等衛生用品緊急調達、入居者等感染の場合の消毒、多人数居室にパーテーションを設置して個人のスペースを区切る
対応、入所者等への感染予防啓発、感染が懸念される入所者の一時的な居所の確保・必要な見守り等の支援への補助

（令和２年度２次補正）
職員への研修、感染予防マニュアルの作成等事業継続への各種取組への補助

（令和２年度３次補正案）※ １次・２次補正予算と同様の対応を実施

【参考】無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（ 低基準）について

多人数居室の個室化

事業概要

事業内容
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救護施設等への新規入所者等にかかる一時滞在場所の確保等の支援

救護施設等への新規入所を希望する者等について、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一定期間滞在場所を確保
するとともに、見守りを支援する場合にかかる経費を負担する。

また、救護施設等職員の感染症予防等研修にかかる経費等を負担する。

事業概要

事業内容

（目的）

施設において感染拡大を防止し、安心して新規入所者を受け入
れるため、入所に至る前の２週間程度の間、一時的に滞在が可能
な居室や外部の滞在先（近隣の安価なホテル等）を確保するため
に必要な経費等を負担する。

（対象経費）
・ 居室等の確保費用 実費相当（上限７，０００円／日）
・ 一時滞在する居室で見守り支援をする者の雇上げ経費
・ 一時滞在する場所までの交通費等

救
護

施
設
等

一時滞在が

可能な居室・滞
在場所

※ ２週間程度滞在
し、症状がないことを

確認

新
規
入
所
希
望
者
等

感染拡大防止

令和３年度予算案（保護施設事務費）

保護施設事務費の加算措置（負担率3/4)

（２）救護施設等職員の感染症予防等研修

（１）救護施設等への新規入所者等の一時滞在場所の確保・見守り支援

施設内での感染を未然に防止するために必要な知識・ノウハウを救護施設等職員が習得するための研修の実施にかかる経費
等を負担する。
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（１）感染が発生した社会福祉施設等に
対する防護具等の国からの支援

・サージカルマスク（約50万枚）

・ガウン（約50万枚）

・フェイスシールド（約50万枚）

・ゴーグル（約50万個）

・ヘッドキャップ（約100万枚）

・使い捨て手袋（約900万双）

※さらに不足が生じる場合、都道府県等
からの要望に応じて追加送付を実施。

（２）全ての社会福祉施設等への使い
捨てマスクの国からの支援

・約4,000万枚（６月～７月に配布）

・約5,000万枚（９月～11月に配布）

※12月以降、年度内に毎月約3,000万
枚の規模で配布予定

（３）使い捨て手袋の使用を必須とす

る排泄介助等のサービスを日常

的に提供する社会福祉施設等

への国からの支援

・約5,000万双（10月～12月に配布）

※12月以降、年度内に毎月約3,000万双
～約5,000万双の規模で入手困難な地
域に配布予定

社会福祉施設等（高齢者関係、障害者関係、子ども関係、生活困窮関係）に必要な衛生・防護用品について 、各施設等で確保していただくことが基
本であるが、新型コロナウィルス感染症対策等緊急的に発生する大量の需要や購入費の値上がりに対する支援として、国において 、施設等へのマス
ク等の衛生・防護用品の購入支援を行っている。

さらに、衛生・防護用品が不足する事態に備え、都道府県・指定都市・中核市から社会福祉施設等に対して衛生・防護用品が供給できるように、以下
のとおり、国が直接調達して、都道府県等に配布を行っている。

上記１の（１）～（３）について、令和３年度 以下のとおり実施する予定。

（１）感染が発生した社会福祉施設等に
対する防護具等の国からの支援

→さらに不足が生じる場合、都道府
県等からの要望に応じて追加送付
を実施予定

（２）全ての社会福祉施設等への使い
捨てマスクの国からの支援

→新型コロナウイルス感染症の
流行状況を考慮しつつ、一般的
な感染症流行期（秋季・冬季）に
配布予定

（３）使い捨て手袋の使用を必須とす
る排泄介助等のサービスを日常
的に提供する社会福祉施設等へ
の国からの支援

→需給状況を勘案しつつ、入手困
難な地域に毎月配布予定

１．令和２年度における対応状況

２．令和３年度における実施予定

社会福祉施設等に必要な衛生・防護用品の確保について
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参考資料
（生活保護制度の現状）
令和３年度全国厚生労働関係部局長会議資料
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被保護人員、保護率、被保護世帯数の年次推移

○生活保護受給者数 約２０５万人。平成２７年３月をピークに減少に転じた。
○生活保護受給世帯数 約１６４万世帯。高齢者世帯が増加している一方、高齢者世帯以外の世帯 減少傾向が

続いている。
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65歳以上の割合
50.3％
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○ 年齢別の被保護人員として 、65歳以上の高齢者の伸びが大きい。
○ 被保護人員のうち、全体の半数は65歳以上の者。

年齢階級別被保護人員の年次推移

資料︓被保護者調査 年次調査（厚生労働省）（平成23年以前は被保護者全国⼀⻫調査） ※各年７⽉調査日時点 25



1.64

1.04

0.43

0.69

1.13

1.66

2.26

1.55 

2.15 

2.93

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

保
護
率

％

６５歳以上

６０～６４歳

５０～５９歳

総 数

１９歳以下

４０～４９歳

３０～３９歳

２０～２９歳

平成7年

平成30年

平成17年

○ 年齢階級別の保護率の推移をみると、近年 65歳以上で上昇傾向が続く一方、それ以外の年齢階級で 横
ばい若しく 低下傾向となっている。

年齢階級別 保護率の年次推移

資料︓被保護者調査 年次調査（厚生労働省）（平成23年以前は被保護者全国⼀⻫調査）
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母子
世帯

高齢者
世帯

傷病・障害者
世帯

その他
の世帯

■ 世帯類型別の生活保護受給世帯数の推移

（単位：万世帯）

母子
世帯

高齢者
世帯

傷病・障害者
世帯

その他
の世帯

■ 世帯類型別の構成割合の推移

●高齢者世帯 ：男女とも65歳以上（平成17年３月以前は、男65歳以上、女60歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加わった世帯
●母子世帯 ：死別･離別･生死不明及び未婚等により現に配偶者がいない65歳未満（平成17年３月以前は、18歳以上60歳未満）の女子と18歳未満のその子（養子

を含む。）のみで構成されている世帯
●障害者世帯 ：世帯主が障害者加算を受けているか、障害･知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯
●傷病者世帯 ：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、在宅患者加算を受けている世帯、若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯
●その他の世帯：上記以外の世帯

世帯類型の定義

世界金融危機後、「その他の世帯」の割合が大きく上昇した。
「高齢者世帯」以外の世帯 減少傾向となっているが、「高齢者世帯」 増加傾向にある。

世界金融危機

世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移

※ 高齢者世帯の91.9%が単身世帯（令和２年10月）。
注：世帯数は各年度の１か月平均であり、保護停止中の世帯は含まない。
資料：被保護者調査 月次調査（厚生労働省）（平成23年度以前は福祉行政報告例）（令和２年10月分は 報値）
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世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

保護の申請件数 18,660 16,118 21,026 21,486 17,981 17,190 19,650 17,451 18,998 18,621

対前年同月比（％） 0.9 ▲ 3.4 7.4 24.8 ▲ 9.7 ▲ 4.4 ▲ 11.1 ▲ 4.0 1.8 1.8

対前月比（％） 14.9 ▲ 13.6 30.5 2.2 ▲ 16.3 ▲ 4.4 14.3 ▲ 11.2 8.9 ▲ 2.0

令和２年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

保護開始世帯数 14,992 15,042 18,716 19,362 16,906 15,142 16,036 14,766 16,613 16,928

対前年同月比（％） 1.6 ▲ 3.2 6.4 14.8 7.5 ▲ 6.3 ▲ 14.5 ▲ 7.8 3.6 ▲ 3.4

対前月比（％） ▲ 9.7 0.3 24.4 3.5 ▲ 12.7 ▲ 10.4 5.9 ▲ 7.9 12.5 1.9

令和２年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

生活保護受給世帯数（万世帯） 163.6 163.3 163.5 163.5 163.6 163.7 163.7 163.5 163.6 163.7

対前年同月比（％） ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.1 0.01 0.1 0.1 ▲ 0.03 ▲ 0.1 0.002 ▲ 0.1

対前月比（％） ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.1 ▲ 0.04 0.1 0.02 0.01 ▲ 0.1 0.02 0.1

令和２年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

生活保護受給者数（万人） 206.8 206.4 206.7 206.0 205.8 205.6 205.4 205.0 204.9 205.0

対前年同月比（％） ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 1.2

対前月比（％） ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.1 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.03 0.02

令和２年

■生活保護受給者数

■生活保護受給世帯数

■保護の申請件数

■保護開始世帯数（決定件数）

※ 報値、資料 ： 「被保護者調査（月次調査）」（厚生労働省）

生活保護の最近の状況
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