
生活保護制度の「今」をすばやく理解！
　　　　　　 実務に役立つハンディな一冊
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定価　本体360円＋税
A5判・80頁・オールカラー

◆自治体担当職員、民生委員・児童委員はもとより、高齢者の生活に寄り
添うケアマネジャーにも。簡潔な解説で実務をサポート

◆＜一口メモ＞の解説や図表・グラフによる最新の統計データが充実。
オールカラーで、見やすさ・読みやすさを追求

◆平成29年度版では、被保護者就労支援事業の具体的な内容を加筆

◆お求めやすい価格で、一人に一冊を実現！
　研修・説明会の資料として、大学講義用テキストとして最適
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内容目次 適所に「一口メモ」と「保護の動向」（グラフ）を盛込んだ内容凝縮の一冊

２　保護基準の考え方と現状
　＜保護の動向　その10＞　入院・入院外別医療扶助人員の推移
　＜保護の動向　その11＞　診療期間別医療扶助受給件数の構成比
　＜保護の動向　その12＞　病類別医療扶助受給件数の構成比
　＜保護の動向　その13＞　保護の開始理由別構成比の推移
　＜保護の動向　その14＞　保護の廃止理由別構成比の推移

３　収入認定の考え方
　＜保護の動向　その15＞　国の予算と生活保護費（当初予算）の年次

推移

４　最低生活費と収入認定の具体的計算の方法
　＜保護の動向　その16＞　保護費予算額

５　就労自立給付金の創設について
６　被保護者就労支援事業

第４　被保護者の権利と義務
１　被保護者の権利と義務
　＜保護の動向　その17＞　国民医療費に占める医療扶助費の割合

２　保護の費用の返還と徴収
３　行政上の不服申立て
４　行政事件訴訟

第５　生活保護制度における
　　　最低生活費の算出方法
第６　収入認定額の計算の仕方
［参考］
１　市町村の級地一覧表
２　最低生活保障水準（月額）の具体的事例
【資料】
•被保護世帯数,人員及び保護率の年次推移
•都道府県・指定都市・中核市別保護率・被保護人員・世帯数
•保護施設の種類別施設数及び在所者数の推移

第１　生活保護制度のあらまし
１　わが国の公的扶助制度の歩み
　＜一口メモ＞　公的扶助

２　生活保護制度の目的
３　生活保護制度の基本原理
　＜一口メモ＞　自立支援プログラム
　＜保護の動向　その１＞　世帯類型別被保護世帯数の構成比の推移
　＜保護の動向　その２＞　世帯人員別世帯数の構成比の推移
　＜保護の動向　その３＞　保護率の推移
　＜保護の動向　その４＞　加算の受給件数
　＜保護の動向　その５＞　年齢階級別一般人口及び被保護人員の構

成比
　＜保護の動向　その６＞　労働力類型別被保護世帯数の構成比
　＜一口メモ＞　扶養義務者に関する規定
　＜一口メモ＞　就労による自立を目指した支援
　＜一口メモ＞　公的年金と生活保護

４　生活保護実施上の原則
　＜一口メモ＞　生活保護制度の見直しと生活困窮者対策の全体像

第２　保護とはどのようなものか
１　保護の要否
２　保護の種類と範囲
　＜一口メモ＞　わが国の社会保障制度
　＜保護の動向　その７＞　扶助別被保護者世帯数

３　保護施設
　＜保護の動向　その８＞　住居の種類別被保護世帯数の構成比の推移

４　保護の申請
　＜一口メモ＞　生活保護の手続きの流れ

第３　保護の要否判定の仕方
１　世帯認定の仕方
　＜保護の動向　その９＞　保護受給期間別被保護世帯数の構成比の

推移
　＜一口メモ＞　生活保護の実施機関
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申　込　書　〈第一法規刊〉

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索詳 細・お申し 込 みはコチラ

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては 代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。10万円以下の場合 600円+税
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取扱いについて
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