
生 活 福 祉 係 

 

 

１ 生活保護相談件数及び受付処理件数                     （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生活保護開始状況（原因別） 

分 類 傷 病 離 婚 等 失  職 仕送停止 貯 の 減 そ の 他 合 計  前年度合計

件数(件) 19 ０ １ ２ 42 16 80 114 

人員(人) 21 ０ １ ２ 53 23 100 145 

 

 

３ 生活保護廃止状況（原因別） 

分 類 治癒 死亡 就労 他法活用 仕送り 引取 転出 その他 合計  前年度合計

件数(件) ０ 53 ６ ５ １ ４ 14 14 97 86 

人員(人) ０ 53 ６ ６ ３ ９ 18 19 114 111 

 

 

４ 扶助別被保護世帯及び人員 

分 類 被保護世帯 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助

世帯数

(世帯) 
898 768 799 32 226 832 ０ 22 28 

人員(人) 1,101 953 987 44 230 1,002 ０ 25 28 

 

 

５ 就労支援事業相談状況 

相談日数 
相談者数 相談内容 就労状況 

保護廃止
被保護者 相談のみ 新規就労 増収 正社員 パート 

154   192  56   248 ０ ０ ３ ０ 

 

   区分 

 

年度 

相談件数 

（延べ） 
申請受理件数

保  護  申  請  処  理  状  況 

決  定 却  下 取下げ 審査中 

令和元年度 300 83 80 ２ １ ０ 

前 年 度      451 121 114 ４ ３ ０ 
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