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* おもな生活保護 の種類と内容
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ので、自己負担はありません。

「要支援」の認定を受けた人は、介護サービスを受けられます。
生活保護を受給している方は、事前に福祉課で発行する「介護券」を使うことで、保険給付の限度
内で介護サービスを利用することができます。
「介護券」は福祉課から直接指定介護機関へ送付します。
なお、収入に応じて自己負担金が生じる場合があります。
手続き方法など、くわしくは担当のケースワーカーに相談してください。
【介護保険制度】
65歳以上の方、および40歳以上64歳までの医療保険加入者が被保険者になり
ます。生活保護受給者は、次の取り扱いとなります。
●65歳以上の老齢年金や障害年金、遺族年金などの受給者で介護保険料を年金か
ら差し引かれている方は、皆さんの年金収入から控除の取り扱いをします。
●65歳以上で年金収入のない方については、介護保険料を加算して計上し、福祉
課から直接介護保険課に納付します。
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世帯の人などが亡くなった場
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などを習得する場合にかかる費

合、死亡診断の費用や遺体の運
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用、高校や高等専門学校などの

搬、火葬および納骨などの費用

就学費用など、定められた範囲

について、定められた範囲内で

内で実費が支給されます。

実費が支給されます。

また、通院交通費については、事前に担当の

受給者用

高齢や病気などが原因で介護が必要になったとき、介護保険制度の要介護認定で「要介護」または

医療機関を受診する際には、事前に福祉課で

ケースワーカーに相談してください。
生活保護のしおり

介護扶助

個人的費用は、生活保護受給者
の年齢や障がいなどに応じて算定

支給されます。

カーに相談してください。

給されます。

病院にかかりたいときは
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の世帯で共通して使う費用」が支
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保護開始と生活保護費の支給 / 収入認定除外できるもの / 減免制度

* 保護開始と生活保護費の支給

* 病院にかかりたいときは

収入・資産・能力・その他あらゆるものを、生活のために活用して、それでも最低限度の生活費が足り
ない場合に、その足りない部分を補うため保護が行われます。生活保護費の算出方法は以下のとおりです。

不足分

すべての収入（必要経費を除く）

あなたの生活保護費を確認しましょう。
↓最低生活費
円

－

不足分を
月

病気やけがで医療機関を受診する場合、事前に福祉課に申請し、医療を受けるための「医療券」
「医
療要否意見書」を発行してもらうことが必要になります。

医療機関に行く前にまずは申請を

最低生活費（国の基準による）

給料、年金、手当、仕送り、保険金など

病院にかかりたいときは

生活保護費 として支給します。

必ず担当のケースワーカーに相談し、
「医療券」または「医療要否意見書」の発行の申請を行って
ください。受診時には、
「医療券」または「医療要否意見書」を、医療機関の窓口に提出してください。
なお、生活保護法の指定医療機関で受診することが原則です。

日現在

↓すべての収入－必要経費

医療費については、窓口での負担はありません。ただし、収入に応じて自己負担金が生じる場合が

↓生活保護費
円＝

円

* 収入認定除外できるものがあります
収入のうち、理由によっては最低生活費の収入とみなさない場合があります。必ず事前の承認が必
要になりますので、わからないときは、すぐに担当のケースワーカーに相談してください。

高校等在学者の就労収入の収入認定除外について
就労に役立つ自動車運転免許などの技能修得にかかる経費や、専門学校・大学等の進学のための入
学金などで、事前に福祉事務所長が承認した経費は、収入認定せず、該当費用を積み立てることがで
きます。くわしくは担当のケースワーカーまでお問い合わせください。

あります。
健康保険証がある方

休日夜間診療

 国民健康保険以外の健康
保険・共済組合等に加入し
ている本人や被扶養者の場
合は、その健康保険証を使
用してください。この場合
も自己負担分は医療券を発
行しますので、担当のケー
スワーカーへ申し出て、手
続きを行ってください。

 休日夜間に緊急で病院にかかる
場合には、病院の窓口にて医療券
を提出できないため、病院によっ
ては医療費を一時立替えなければ
ならない場合があります。受診す
る病院で確認してください。また、
休日夜間に病院で受診した場合は、
必ずすみやかにその旨を担当のケー
スワーカーに連絡してください。

受診時に注意すべきこと

難病患者福祉手当等の収入認定除外について
中には、認定除外となる手当もあります。くわしくは、担当のケースワーカーまでお問い合わせく
ださい。

生活保護法の指定医療機関で受診してください。なお、特別な事情を除き、同じ病気やけがで複数
の医療機関を受診することはできません。
以下の項目に当てはまる場合は、事前に担当のケースワーカーに相談してください。

* このような減免制度があります

※内容によっては、下記にかかる費用でも支給できない場合があります。

生活保護を受給している方には、次のような減免制度があります。

● 通院に交通費がかかる場合

なお、減免を受けるには申請が必要です（世帯の状況によっては、減免制度が受けられない場合が

● 検査・診断書が身体障害者手帳等の取得などで必要なとき

あります）
。担当のケースワーカーに相談してください。

● めがね・コルセットなど、医師の指示で必要が生じたとき
● はり・きゅう・あん摩・マッサージ・柔道整復などの治療を受けたいとき

【生活保護受給中に受けられる減免制度等申請一覧】

● 国民年金保険料

● 住民税、固定資産税

● NHK放送受信料

● 上下水道基本料金

● 都営住宅共益費

● 粗大ごみ処理手数料

● 住民票の写し等の発行手数料

● 都営交通の無料乗車券の交付

● 交通事故など第三者の行為により被害を受けたとき

など

※申請には、生活保護受給中であることを証明する「生活保護受給証明書」が必要な場合があります。
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医療費の適正化

* 医療費の適正化にご協 力をお願いします
「かかりつけ医」
を
もちましょう
「病気かな」と思ったと
きに、真っ先に相談できる

ちょうふく

「かかりつけ
薬剤師・薬局」
をもちましょう

休日や夜間の受診
は控えましょう

重複受診は
やめましょう

ジェネリック医薬品の
使用が原則です

「夜は待ち時間が短いか

かかりつけ医の紹介な

生活保護法には、医師等がジェネリック医薬品を使

「かかりつけ薬剤師」とは、

ら」
「昼間は都合が悪い」

く、医療機関を変更すると、

用することができると認めたものについては、原則として、

医師がいれば、症状に適し

薬による治療のことや、健

などの理由で、気軽に休日

そのたびに初診料がかかり、

ジェネリック医薬品で給付を行うことが規定されてい

た医療がスムーズに受けら

康や介護に関することなど

や夜間に救急医療機関を受

医療費がかさみます。また、

ます。

れます。

に豊富な知識と経験を持ち、

診する人が増えています。

何度も検査や処置・投薬な

開業医は待ち時間も短

患者さんのニーズに沿った

治療を急ぐ重症患者への対

どを行うので身体に負担が

いため、身体への負担が軽

相談に応じることができる

応が遅れたり、本当に必要

かかります。何かあった場

くてすみます。かかりつけ

薬剤師のことをいいます。

なときに緊急医療機関を受

合は、まずはかかりつけ医

かかりつけ薬剤師がいる

けられなくなることがある

に相談しましょう。

「かかりつけ薬局」を１つ

ので、急病などの場合を除

医を自宅に近い指定医療機
関から選び、必要な場合は、
かかりつけ医に適切な医療
機関を紹介してもらいま

決めておきましょう。
皆さんが使用する薬を
１つの薬局でまとめて管理

しょう。

することで、複数の医療機

かかりつけ医
あなたの過去の病気や健康
状態などを把握して、健康
管理のアドバイスをしてく
れる医師のことです。

いることに気付いたり、相
互作用（注意する飲み合わ
せ）が起きるのを防ぐこと
ができたりします。薬を安
全・安心に使用するために、
薬や健康のことを相談できる、
「かかりつけ薬局」をもちま
しょう。

時間外や休日、夜間に医療
機関を受診すると、医療費
が高くなります。

足立区・・・78.1％（平成31年3月保険請求分）

重複受診
同じ病気で、同時に複数の
医療機関を次々と変更して
受診することをいいます。

関から同じ薬が処方されて

東京都・・・73.6％（平成31年3月保険請求分）
令和元年9月26日厚生労働省公表
「平成30年度調剤医療費（電算処理分）の動向」より

き、診療時間内に受診しま
しょう。

●ジェネリック医薬品の数量シェア

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と効き目、安
全性が同等であることが厳正に審査されていますので、
安心してご利用ください。先発医薬品よりも低価格な
ため、医療の質を落とすことなく、医療費を削減する
ことができます。

ジェネリック医薬品
薬の製造・販売の特許期間
が終了したあとに、新薬と
同じ有効成分で作られる後
発の医薬品です。

医薬品を使用できない特別
な理由がある方や、わから
ないこと、不安なことがあ
るときには、かかりつけ医
またはかかりつけ薬局にご
相談ください。

いつでも気軽に相談できる
「かかりつけ薬剤師・薬局」
を決めることで、薬を安全・
安心に服用できます。
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受給中に守らなければならないこと

* 受給中に守らなければならないこと
生活保護を受ける人の「権利」
生活保護は、憲法第２５条に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を
助長する制度です。条件を満たせば誰でも平等に生活保護を受けることができます。

生活保護を受ける人の「義務」
生活保護を受給している方には、守らなければならない次のような義務があります。
※義務に従わないときには、生活保護が受けられなくなることがあります。

勤労等生活上の義務

「不正受給」
は法律で厳しく罰せられます
*
偽りの申請や届け出など、不正な手段で保護を受けた人には、生活保護費を返還してもらいます。
悪質な場合には、警察に告訴を行いますので、裁判の結果、罪に問われる場合があります。
生活保護が、真に必要とする人の最後のセーフティネットでありつづけるために、定められたルー
ルを必ず守ってください。わからないことがあればすぐに担当のケースワーカーに相談しましょう。

「不正受給」とは、生活保護費を受け取るべ
全般をいいます。生活保護費は国民の税金から

● 健康の維持向上に努め、病気の人は、医師の指示に従って治療を受けなければなりません。

に許されません。
区では、収入や資産がないかどうか確認する
ため、福祉事務所以外の関係機関（税務担当課・
金融機関など）を調査することがあります。

１ 収入があったとき（家族全員がそれぞれ得たお金）
（ア）働いて収入を得たとき（給料・賞与・未成年のアルバイト賃金などがあったとき）

した。４年間で生活保護費４５０万円を不正に受給。
➡懲役２年の実刑判決

２ 資産を得たとき
（生命保険・不動産・自動車・相続財産などを得たとき）

足立区告訴事例２

３ 世帯状況が変わったとき
（世帯員が増えたときや減ったとき／入院や退院するとき／新たに通


稼働（給与）収入があったのに、無職無収入と偽って福祉
事務所に申告。４年間で生活保護費４４０万円を不正に受給。

院する、通院先が変わるとき／障害者手帳を取得・更新などしたとき）

➡懲役３年の実刑判決

４ 家賃や地代が変更になったとき

に変動がなくても、提出が必要になりますので、福祉課が定める期限までに忘れずに提出してください。

指示に従う義務
ケースワーカーから生活の維持向上のために必要な指導・指示があった場合、これに従わなければ
なりません。
また、生活状況を正しく把握し、適正な保護をするために担当のケースワーカーが家庭訪問します。
正当な理由なく、その訪問を拒むことはできません。

足立区では、生活保護費として年間約 462 億円を投
じています。この額は、足立区の特別区民税額（約
438億円）を上回っています。
※30年度財務報告書より
【特別区民税…区民が住民税として納税した税金】

福祉事務所の再三の指導に従わず、無申告の就労を繰り返

金や交通事故による相手からの損害賠償金などがあったとき）

※特に収入の届け（収入申告書）の提出は、あなたの生活保護費を決定する上で必要不可欠なものです。収入

生活保護費
約462億円

足立区告訴事例１

（イ）仕事以外の収入を得たとき（年金や手当・仕送りや援助、保険

５ 海外へ渡航するときや長期間自宅を不在にするとき

特別区民税
約438億円

きでない人が、不当に生活保護を受給すること
支払われているものですから、不正受給は絶対

届け出の義務

足立区の生活保護費

「不正受給」は許されません

● 働くことができる人は、能力に応じて勤労に励まなければなりません。
● 生活費などの節約を図り、生活保護費は計画的に使わなければなりません。
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「不正受給」は法律で厳しく罰せられます / 生活保護費の返還について

* 生活保護費の返還について
●申告をすみやかに行わなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合
➡原則は、全額返還しなければなりません。ただし、一部の条件で自立更生費などとして控除され
る場合があります。
●福祉事務所やケースワーカーに虚偽の説明や申告をしたり、指示があったにも関わらず説明や申告
をしなかったりした場合
➡支給した生活保護費は全額（医療費10割含む）返還徴収となるほか、悪質な場合には、徴収金
に100分の40を乗じた額が加算されることがあります。

生活保護のしおり

受給者用

生活保護のしおり

受給者用
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に関 わ る
護
保
Q &A
生活
Q

｢一時扶助」とはどんな扶助のことですか？

A

臨時に必要となる費用のために支給する経費のことです。

生活保護に関わる Q&A

Q

どんなときに生活保護が停止・廃止になりますか？

A

① 生活保護を必要としなくなった場合

世帯の収入が増え、最低生活費の基準額を上回った場合、もしくは生活保護費を
受給している人が、親族などに引き取られた場合や亡くなった場合などに、最低
生活費が減り、世帯の収入が上回った場合は廃止となります。

② そのほかの場合

病院などへの通院交通費や、入院時のおむつ代など臨時に必要となる費用のことです。

正当な理由がなく、福祉事務所の訪問や検診命令を拒んだ場合や、保護の目的達

また、引越し費用や家財購入費、入学、出産などまとまった費用が臨時的に必要と

成に必要な指示や指導に従わない場合にも停止・廃止となります。

なるときにも支給されます。支給は必要最小限の範囲であり、上限額があります。
支給要件などがありますので、必ず事前に担当のケースワーカーに相談しましょう。

Q

子どもがいます。塾に通わせてもよいですか？

A

塾に通っても構いません。

年齢によっては、補助金が支給される場合がありますので、事前にケースワーカー

Q

生活保護を受けなくなったときはどうすれば
よいですか？

A

次のような手続きなどが必要になります。

に相談しましょう。

勤務先（会社等）の健康保険の保険証がない人は、保護の停止・廃止日から14日

以内に国民健康保険への加入手続きをしてください。また、引き続き、国民年金
保険料の減免手続きが必要な人は、年金担当窓口で手続きをしてください。

お子さんがいらっしゃる世帯の方（要件に該当する方）は、ひとり親家庭等医療

Q
A

費助成・子ども医療費助成の申請が必要です。

高校生がアルバイトをした場合の就労収入は
どうなりますか？

生活保護を受けている間、減免となっていた費用（NHK の放送受信料や水道の基

収入から未成年者控除など様々な控除を行ったうえで、収入認定額を算出し、
収入認定します。

都営交通無料乗車券は福祉事務所へお返しください。

本料金、都営住宅や区営住宅の公益費など）がある場合、各相談窓口に生活保護
が廃止になった届け出をしてください。
※くわしい手続きは、ケースワーカーよりお渡しする手続き一覧をご覧ください。

そのほかにも、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、卒業アルバム積立

金積み立てなどの経費も、控除の対象となります（3頁参照）
。くわしくは担当ケース
ワーカーにお問い合わせください。
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Q

大学に進学を希望していますが、進学は可能ですか？

A

世帯の自立に役立つと判断される場合は認められます。

大学進学が、今後の自立促進に効果的であるなど、要件を満たせば認められます。

早めに担当のケースワーカーに相談しましょう。

生活保護のしおり

受給者用

Q

仕事に就いて収入が増え、生活保護を受けないことに
なりましたが、新生活のお金が足りるか不安です。
何か支援がありますか？

A

生活保護を受けなくなった直後の生活を支援する制度があります。

就労により収入が増え、生活保護を受けなくなった場合、給付金が支給される場合

があります。くわしくは担当のケースワーカーにお問い合わせください。

生活保護のしおり

受給者用

10

