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議会質問 資料 

11 番議員 田中紀子 
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資料１ 貧困に終止符 Ｆ）千葉県の生活保護行政調査結果報告（県内 37市）【その 2】無料低額宿泊所に関すること 問い 1～問 3 

 

1 千葉市 2 銚子市 3 市川市 4 船橋市 5 館山市 6 木更津市

問１

平成１３年度にNPO法人から無料低
額宿泊所の届出がなされましたが、
案内を始めた時期の詳細は不明で
す。

生活困窮者自立支援業務を開始した平成
27年度以降です。

10年以上前から無料低額宿泊所を案内し
ていますが、案内を始めた時期の詳細は
不明です。

不明。
ＮＰＯ法人と連携して10年以上前から無
料低額宿泊所を案内しているが、案内を
始めた時期の詳細は不明。

不明　１５年以上以前から

貴自治体の人口
　　　982,050人

（令和2年8月1日時点）
　　　59,566人

（令和2年8月1日時点）
　492,520人

（令和2年7月31日時点）
641,155人

（令和2年8月1日時点）
　　　45,911人

（令和2年7月1日時点）
136,126人

（令和2年８月１日時点）

貴自治体の世帯数
　　　446,901世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　27,262世帯

（令和2年8月1日時点）
　249,579世帯

（令和2年7月31日時点）
293,701世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　23,142世帯

（令和2年7月1日時点）
　　　59,024世帯

（令和2年８月１日時点）

生活保護受給者数
　　　20,756人

（令和2年8月1日時点）
　　　612人

（令和2年8月1日時点）
　7,767人

（令和2年7月31日時点）
9,078人

　（令和2年7月31日時点）
　　　614人

（令和2年7月1日時点）
　　　1,730人

（令和2年７月３１日時点）

生活保護受給世帯数
　　　16,958世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　516世帯

（令和2年8月1日時点）
　6,088世帯

（令和2年7月31日時点）
7,181世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　525世帯

（令和2年7月1日時点）
　　　1,372世帯

（令和2年７月３１日時点）

無料低額宿泊所利用者数
2,316(うち受給者2,285)人
（令和2年6月1日時点）

　　　2人
（令和2年8月1日時点）

　152人
（令和2年7月31日時点）

169人
（令和2年8月1日時点）

4人(4世帯）
　　　39人

（令和2年７月３１日時点）

生活保護世帯数における
無料低額宿泊所利用者数
の割合

　　　11.0％
（令和2年6月1日時点）

　　　0.39％
（令和2年8月1日時点）

　2.5％
（令和2年7月31日時点）

2.4％
（令和2年8月１日時点）

0.762％
（令和2年7月1日時点）

　　　2.84％
（令和2年7月３１日時点）

施設A
定員：78人、
個室利用者：人、相部屋利用者：人

定員：30人、
個室利用者：4人、相部屋利用者：0人

定員：  38人、
個室利用者:23人、相部屋利用者:0人

定員：47人、個室利用者：不明、
相部屋利用者：おそらくゼロ人

定員：　　人、
個室利用者：14人、相部屋利用者：人

施設B
定員：　33人、
個室利用者：人、相部屋利用者：人

定員：76人、
個室利用者:45人、相部屋利用者:0人

定員：  27人、
個室利用者:20人、相部屋利用者: 0人

定員：46人、個室利用者：不明、
相部屋利用者：おそらくゼロ人

定員：　　人、
個室利用者：14人、相部屋利用者：人

施設Ｃ
定員：11人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  47人、
個室利用者:11人、相部屋利用者: 0人

定員：62人、個室利用者：不明、
相部屋利用者：おそらくゼロ人

定員：　　人、
個室利用者：３人、相部屋利用者：人

施設Ｄ
定員：30人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  75人、
個室利用者: 2人、相部屋利用者: 0人

定員：　　人、
個室利用者：３人、相部屋利用者：人

施設Ｅ
定員：36人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  46人、
個室利用者:12人、相部屋利用者: 0人

定員：　　人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設F
定員：85人、
個室利用者：5人、相部屋利用者：0人

定員：  46人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：　　人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設G
定員：50人、
個室利用者：3人、相部屋利用者：0人

定員：  71人、
個室利用者:17人、相部屋利用者: 0人

定員：　　人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設H
定員：28人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  25人、
個室利用者: 6人、相部屋利用者:0人

定員：　　人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設I
定員：38人、
個室利用者：4人、相部屋利用者：0人

定員：  67人、
個室利用者:8人、相部屋利用者:0人

定員：　　人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設J
定員：78人、
個室利用者：4人、相部屋利用者：0人

定員：  34人、
個室利用者:2人、相部屋利用者: 0人

施設K
定員：46人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：0人

定員：  50人、
個室利用者:3人、相部屋利用者:0人

施設L
定員：64人、
個室利用者：9人、相部屋利用者：0人

定員：  68人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設M
定員：15人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  15人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者:0人

施設N
定員：60人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  86人、
個室利用者:30人、相部屋利用者: 0人

施設O
定員：46人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：0人

定員：  38人、
個室利用者:4人、相部屋利用者: 0人

施設P
定員：32人、
個室利用者：3人、相部屋利用者：0人

定員：  21人、
個室利用者:1人、相部屋利用者: 0人

施設Q
定員：47人、
個室利用者：4人、相部屋利用者：0人

定員：  21人、
個室利用者: 2人、相部屋利用者: 0人

施設R
定員：33人、
個室利用者：4人、相部屋利用者：0人

定員：  69人、
個室利用者:4人、相部屋利用者:0人

施設S
定員：18人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：  69人、
個室利用者:2人、相部屋利用者： 0人

施設T
定員：64人、
個室利用者：44人、相部屋利用者：0人

定員：  19人、
個室利用者：3人、相部屋利用者:0人

施設U
定員：20人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：0人

定員：  30人、
個室利用者:2人、相部屋利用者: 0人

施設V
定員：35人、
個室利用者：5人、相部屋利用者：0人

定員：  48人、
個室利用者:2人、相部屋利用者: 0人

施設Ｗ
定員：53人、
個室利用者：3人、相部屋利用者：0人

定員：120人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者: 0人

施設X
定員：40人、
個室利用者：0人、相部屋利用者：1人

定員：100人、
個室利用者:4人、相部屋利用者: 0人

施設Y
定員：59人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：0人

定員：153人、
個室利用者:6人、相部屋利用者:0人

施設Ｚ
定員：  14人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者: 0人

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無料低額
宿泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯数を
教えてください。また、受
給者数及び生活保護受給世
帯数、生活保護受給者全体
における無料低額宿泊所利
用者数と割合（小数点第2位
を四捨五入）を教えてくだ
さい。
※全て令和2年7月31日時点
（この日付の数字が無けれ
ば8月1日時点）

問い3

保護受給者が利用している
無料低額宿泊所の数と、そ
れぞれの定員数、個室利用
者数及び相部屋利用者数を

教えてください。
※全て令和2年7月31日時点
※施設の数に応じて、行が
足りないようであればお手
数ですが追加してくださ

い。

末尾参照

※すべて個室

での利用

※令和2年6月1

日時点
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資料１ 貧困に終止符 Ｆ）千葉県の生活保護行政調査結果報告（県内 37市）【その 2】無料低額宿泊所に関すること 問い 1～問 3 

 

 

7 松戸市 8 野田市 9 茂原市 10 成田市 11 佐倉市 12 東金市

問１

平成23年10月から無料低額宿泊所に支
援員を配置するなどし、入所者の居宅
生活に向けた支援を実施していました
が、案内を始めた時期は不明です。

不明
案内開始時期は平成25年頃と思われる
が、詳細は不明です。

案内を始めた時期の詳細は不明です。 平成１４年頃と思われます
詳細な時期は不明ですが、平成14年頃
には案内しています。

貴自治体の人口
　493,375人

（令和2年８月１日時点）
　　　154,299人

（令和2年８月１日時点）
　　　88,456人

（令和2年8月1日時点）
　　　132,666人

（令和2年7月31日時点）
　　　174,237人

（令和2年7月31日時点）
58,081人

（令和2年8月1日時点）

貴自治体の世帯数
　231,934世帯

（令和2年８月１日時点）
　　　69,520世帯

（令和2年８月1日時点）
　　　40,826世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　63,537世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　79,393世帯

（令和2年7月31日時点）
27,040世帯

（令和2年8月1日時点）

生活保護受給者数
　9,868 人

（令和2年7月31日時点）
　　　1,875人

（令和2年７月３１日時点）
　　　959人

（令和2年8月1日時点）
　　　1,124人

（令和2年7月31日時点）
　　　1,182人

（令和2年7月31日時点）
858人

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給世帯数
　7,704世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　1,330世帯

（令和2年７月３１日時点）
　　　809世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　925世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　923世帯

（令和2年7月31日時点）
666世帯

（令和2年7月31日時点）

無料低額宿泊所利用者
数

　93　人
（令和2年7月31日時点）

　　　９人
（令和2年７月３１日時点）

　　　9人
（令和2年8月1日時点）

　　　34人
（令和2年7月31日時点）

　　　39人
（令和2年7月31日時点）

11人
（令和2年7月31日時点）

生活保護世帯数におけ
る無料低額宿泊所利用
者数の割合

　0．9％
（令和2年7月31日時点）

0.67％
（令和2年７月３１日時点）

1.11％
（令和2年8月1日時点）

　　　3.6％
（令和2年7月31日時点）

　　　4.2％
（令和2年7月31日時点）

1.6％
（令和2年7月31日時点）

施設A
定員：36人、
個室利用者：21人、
相部屋利用者：0人

定員：28  人、
個室利用者：　3人、
相部屋利用者：　0人

施設A
定員：109人、
個室利用者：16人、
相部屋利用者：　0人

定員：　72人、
個室利用者： 　28人、
相部屋利用者：　　人

定員：　15人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：1人

施設B
定員：29人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：0人

定員：78人、
個室利用者：　2人、
相部屋利用者：　0　人

施設B
定員：33人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：　0人

定員：　25人、
個室利用者：　　5人、
相部屋利用者：　　人

定員：　75人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設Ｃ
その他　県内19施設　定員：人、
個室利用者：57人、
相部屋利用者：0人

定員：46人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

施設Ｃ
定員：59人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：　0人

定員：　59人、
個室利用者：　　2人、
相部屋利用者：　　人

定員：　71人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設Ｄ
その他　県外7施設　定員：人、
個室利用者：10人、
相部屋利用者：3人

 定員：21人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

施設Ｄ
定員：7人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　0人

定員：　85人、
個室利用者：　　1人、
相部屋利用者：　　人

定員：　36人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設Ｅ
定員：53人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

施設Ｅ
定員：124人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　0人

定員： 100人、
個室利用者：　　2人、
相部屋利用者：　　人

定員：　46人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設F
定員：85　人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

施設Ｆ
定員：39人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　0人

定員：   50人、
個室利用者：　　1人、
相部屋利用者：　　人

定員：　34人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設G 施設Ｇ
定員：72人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：　0人

定員：　46人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設H
定員：70人、
個室利用者：3人、
相部屋利用者：　0人

定員：　不明、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設I
定員：　不明、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

施設J

施設K

施設L

施設M

施設N

施設O

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無料低
額宿泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯数
を教えてください。ま
た、受給者数及び生活保
護受給世帯数、生活保護
受給者全体における無料
低額宿泊所利用者数と割
合（小数点第2位を四捨五
入）を教えてください。
※全て令和2年7月31日時
点（この日付の数字が無
ければ8月1日時点）

問３ 保護受給者が利用してい
る無料低額宿泊所の数

と、それぞれの定員数、
個室利用者数及び相部屋
利用者数を教えてくださ

い。
※全て令和2年7月31日時

点
※施設の数に応じて、行
が足りないようであれば
お手数ですが追加してく

ださい。
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資料１ 貧困に終止符 Ｆ）千葉県の生活保護行政調査結果報告（県内 37市）【その 2】無料低額宿泊所に関すること 問い 1～問 3 

 

13 旭市 14 習志野市 15 柏市 16 勝浦市 17 市原市 18 流山市

問１ 案内を始めた時期は不明です。
ＮＰＯ法人と連携して10年以上前から
無料低額宿泊所を案内していますが、
案内を始めた時期の詳細は不明です。

無料低額宿泊所を案内していますが，
案内を始めた時期の詳細は不明です。

詳細不明 平成15年4月
ＮＰＯ法人と連携して10年以上前から
無料低額宿泊所を案内していますが、
案内を始めた時期の詳細は不明です。

貴自治体の人口
64,918人

（令和2年８月１日時点）
　　　174,523人

（令和2年7月末時点）
　　　432,472人

（令和2年８月１日時点）
　　　16,993人

（令和2年７月３１日時点）
　　　274,521人

（令和2年８月１日時点）
　198,046人

（令和2年8月1日時点）

貴自治体の世帯数
26,473世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　78,889世帯

（令和2年7月末時点）
　　　193,340世帯

（令和2年８月１日時点）
　　　8,627世帯

（令和2年７月３１日時点）
　　　128,204世帯

（令和2年８月１日時点）
　83,703世帯

（令和2年8月1日時点）

生活保護受給者数
408人

（令和2年7月31日時点）
　　　　2，238人

（令和2年7月末時点）
　　　4,729人

（令和2年７月３１日時点）
　　　142人

（令和2年７月３１日時点）
　　　4,875人

（令和2年７月３１日時点）
　1,749人

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給世帯数
349世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　1,804世帯

　（令和2年7月末時点）
　　　3,738世帯

（令和2年７月３１日時点）
　　　124世帯

（令和2年７月３１日時点）
　　　3,899世帯

（令和2年７月３１日時点）
　1,310世帯

（令和2年7月31日時点）

無料低額宿泊所利用
者数

２人
（令和2年7月31日時点）

　　　　　237人
　（令和2年7月末時点）

　　　71人
（令和2年７月３１日時点）

　　　２人
（令和2年７月３１日時点）

　　　235人
（令和2年7月31日時点）

　17人
（令和2年7月31日時点）

生活保護世帯数にお
ける無料低額宿泊所
利用者数の割合

0.5％
（令和2年7月31日時点）

　　　　13.1％
　（令和2年7月末時点）

　　1.5％
（令和2年７月３１日時点）

　　　1.6％
（令和2年７月３１日時点）

　　　6.0％
（令和2年7月31日時点）

　0.97％
（令和2年7月31日時点）

施設A
定員：64人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：133人、
個室利用者：133人、相部屋利用者：人

定員：人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

定員：７５人、
個室利用者:0人、相部屋利用者:73人

定員：　68人、
個室利用者：14人、相部屋利用者：0人

定員：５２人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設B
定員：47人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：86人、
個室利用者：82人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

定員：７２人、
個室利用者:0人相部屋利用者:70人

定員： 109人、
個室利用者：65人、相部屋利用者：0人

定員：１９人、
個室利用者：８人、相部屋利用者：人

施設Ｃ
定員：15人、
個室利用者：9人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：５人、相部屋利用者：人

定員：　71人、
個室利用者：23人、相部屋利用者：0人

定員：２１人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設Ｄ
定員：38人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：５人、相部屋利用者：人

定員：　  9人、
個室利用者： 6人、相部屋利用者：0人

定員：５０人、
個室利用者：３人、相部屋利用者：人

施設Ｅ
定員：27人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

定員：　70人、
個室利用者：37人、相部屋利用者：0人

定員：６４人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設F
定員：30人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：人

定員: 人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

定員：　48人、
個室利用者：30人、相部屋利用者：0人

定員：２８人、
個室利用者：２人、相部屋利用者：人

施設G
定員：46人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

定員：　17人、
個室利用者： 7人、相部屋利用者：0人

定員：１１人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設H
定員：38人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

定員：　45人、
個室利用者：33人、相部屋利用者：0人

定員：６４人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

施設I
定員：59人、
個室利用者：1人、相部屋利用者：人

定員：　人、
利用者：６人、相部屋利用者：人

定員：　33人、
個室利用者：20人、相部屋利用者：0人

施設J
定員：47人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

定員：人、
利用者：９人、相部屋利用者：人

施設K
定員：18人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：４人、相部屋利用者：人

施設L
定員：109人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：人

定員：　　人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

施設M
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設N
定員：　　人、
利用者：４人、相部屋利用者：人

施設O
定員：　　人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

施設P
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設Q
定員：　　人、
利用者：２人、相部屋利用者：人

施設R
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設S
定員：　　人、
利用者：３人、相部屋利用者：人

施設T
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設U
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設V
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設Ｗ
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設X
定員：　　人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設Y
定員：人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設Ｚ
定員：人、
利用者：４人、相部屋利用者：人

施設ＡＡ
定員：人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設ＡＢ
定員：人、
利用者：１人、相部屋利用者：人

施設ＡＣ
定員:人
利用者：４人、相部屋利用者：人

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無
料低額宿泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯
数を教えてください。
また、受給者数及び生
活保護受給世帯数、生
活保護受給者全体にお
ける無料低額宿泊所利
用者数と割合（小数点
第2位を四捨五入）を教
えてください。
※全て令和2年7月31日
時点（この日付の数字
が無ければ8月1日時
点）

問３

保護受給者が利用して
いる無料低額宿泊所の
数と、それぞれの定員
数、個室利用者数及び
相部屋利用者数を教え

てください。
※全て令和2年7月31日

時点
※施設の数に応じて、
行が足りないようであ
ればお手数ですが追加

してください。
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資料１ 貧困に終止符 Ｆ）千葉県の生活保護行政調査結果報告（県内 37市）【その 2】無料低額宿泊所に関すること 問い 1～問 3 

 

19 八千代市 20 我孫子市 21 鴨川市 22 鎌ケ谷市 23 君津市 24 富津市

問１
ＮＰＯ法人と連携して10年以上前から
無料低額宿泊所を案内していますが、
案内を始めた時期の詳細は不明です。

平成19年にNPO法人から事業の案内を
受け、それ以降必要に応じて案内を
行っています。

資料なし。 案内を始めた時期の詳細は不明です。 案内を始めた時期の詳細は不明です。
10年以上前から案内しているが、案内
を始めた時期の詳細は不明である。

貴自治体の人口
　　　201,341人

（令和2年７月３１日時点）
　　　131,773人

（令和2年8月1日時点）
　　　31,772人

（令和2年８月１日時点）
　　　109,962人

（令和2年8月1日時点）
　　　83,378人

（令和2年7月31日時点）
　42,628人

（令和2年7月31日時点）

貴自治体の世帯数
　　　91,376世帯

（令和2年７月３１日時点）
　　　59,756世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　14,557世帯

（令和2年８月１日時点）
　　　50,271世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　39,157世帯

（令和2年7月31日時点）
　18,117世帯

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給者数
　　　　2,189人

（令和2年７月３１日時点　停止除
く）

　　　1,543人
（令和2年7月31日時点）

　　　265人
（令和2年８月１日時点）

　　　1,326人
 （令和2年7月31日時点）

　　　824人
（令和2年7月31日時点）

　383人
（令和2年7月31日時点）

生活保護受給世帯数
　　　1,696世帯

(令和2年7月31日時点　停止除く)
　　　1,177世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　223世帯

　（令和2年８月１日時点）
　　　1,011世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　674世帯

（令和2年7月31日時点）
　333世帯

（令和2年7月31日時点）

無料低額宿泊所利用者数
　　　７３人

（令和2年７月３１日時点）
　　　25人

（令和2年8月1日時点）
　　　7人　（令和2年８月１日時点）

　　　16人
    （令和2年7月31日時点）

　　　25人
（令和2年7月31日時点）

　12人
（令和2年7月31日時点）

生活保護世帯数における無料
低額宿泊所利用者数の割合

　　4.3％
（令和2年７月３１日時点）

　　　2.1％
（令和2年8月1日時点）

　3.1％
　（令和2年８月１日時点）

          1．5％
  （令和2年7月31日時点）

　　　3.70％
（令和2年7月31日時点）

　3．6％
（令和2年7月31日時点）

施設A
定員：４５人、
個室利用者:29人、相部屋利用者:0人

定員：５０人、
個室利用者:11人、相部屋利用者:0人

定員：３４人、
個室利用者：３人、相部屋利用者：人

定員：29人、
個室利用者: 28人、相部屋利用者:0人

定員：　69人、
個室利用者： 1人、相部屋利用者：人

定員： 46人、
個室利用者:6人、相部屋利用者:-人

施設B
定員：３１人、
個室利用者:23人（簡易個室）、相部
屋利用者: 0人

定員：２８人、
個室利用者:0人、相部屋利用者:2人

定員：３９人、
個室利用者：３人、相部屋利用者：
人

定員：36人、
個室利用者:34人、相部屋利用者:0人

定員：　85人、
個室利用者： 1人、相部屋利用者：人

定員： 78人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者:-人

施設Ｃ
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者:0人

定員：７０人、
個室利用者:２人、相部屋利用者:０人

定員：３３人、
個室利用者：１人、相部屋利用者：
人

 定員：21人、
個室利用者:21人、相部屋利用者:0人

定員：　65人、
個室利用者：2人、相部屋利用者：人

定員： 38人、
個室利用者:1人、相部屋利用者: -人

施設Ｄ
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者：0人

定員：２６人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

定員：20人、
個室利用者:18人、相部屋利用者:0人

定員：　46人、
個室利用者： 1人、相部屋利用者：人

定員： 30人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:-人

施設Ｅ
定員：　　人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:0人

定員：１１人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

定員：72人、
個室利用者:65人、相部屋利用者:0人

定員：　35人、
個室利用者: 6人、相部屋利用者:人

定員： 19人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者:-人

施設F
定員：　　人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:0人

定員：４２人、
個室利用者:０人、相部屋利用者:１人

定員：50人、
個室利用者:49人、相部屋利用者: 0人

定員：　41人、
個室利用者:6人、相部屋利用者:　人

定員：109人、
個室利用者:2人、相部屋利用者 - 人

施設G
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者:0人

定員：３４人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

定員：11人、
個室利用者:11人、相部屋利用者:0人

定員：　48人、
個室利用者: 5人、相部屋利用者:人

施設H
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：４６人、
個室利用者:０人、相部屋利用者:１人

定員：65人、
個室利用者:62人、相部屋利用者:0人

定員：　38人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

施設I
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者:0人

定員：５４人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

定員：　30人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者:人

施設J
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：３３人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

定員：　44人、
個室利用者: 1人、相部屋利用者:人

施設K
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：６５人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

施設L
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：６９人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

施設M
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

定員：３０人、
個室利用者:１人、相部屋利用者:０人

施設N
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設O
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設P
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設Q
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設R
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:0人

施設S
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者：0人

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無料低額宿
泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯
数を教えてください。
また、受給者数及び生
活保護受給世帯数、生
活保護受給者全体にお
ける無料低額宿泊所利
用者数と割合（小数点
第2位を四捨五入）を教
えてください。
※全て令和2年7月31日
時点（この日付の数字
が無ければ8月1日時
点）

問３

保護受給者が利用して
いる無料低額宿泊所の
数と、それぞれの定員
数、個室利用者数及び
相部屋利用者数を教え

てください。
※全て令和2年7月31日

時点
※施設の数に応じて、
行が足りないようであ
ればお手数ですが追加

してください。
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資料１ 貧困に終止符 Ｆ）千葉県の生活保護行政調査結果報告（県内 37市）【その 2】無料低額宿泊所に関すること 問い 1～問 3 

 

25 浦安市 26 四街道市 27 袖ケ浦市 28 八街市 29 印西市 30 白井市

問１
案内している時期は不明ですが、平成
１５年前後からとなります。

案内を始めた時期は不明です。少なく
とも10年以上は経っていると思われま
す。

10年以上前から無料低額宿泊所を案内
していますが、案内を始めた時期の詳
細は不明です

平成15年頃からだと思われます。
・案内を始めた時期の詳細は不明で
す。

ＮＰＯ法人と連携して10年以上前から
無料低額宿泊所を案内していますが、
案内を始めた時期の詳細は不明です。

貴自治体の人口
　　　171,289人

（令和2年7月1日時点）
　　　95,004人

 （令和2年8月1日時点）
　　　63,664人

（令和2年8月1日時点）
　68,776人

（令和2年8月1日時点）
　　104,349人

（令和2年７月31日時点）
　63,203人

（令和2年7月31日時点）

貴自治体の世帯数
　　　82,741世帯

（令和2年7月1日時点）
　　　41,974世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　25,150世帯

（令和2年8月1日時点）
　31,929世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　41,942世帯

（令和2年７月31日時点）
　26,172世帯

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給者数
　　　1,562人

（令和2年6月1日時点）
　　　770人

（令和2年7月31日時点）
　　　392人

（令和2年8月1日時点）
　1,089人

（令和2年8月1日時点）
370人

（令和2年７月31日時点）
　286人

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給世帯数
　　　1,190世帯

（令和2年6月1日時点）
　　　618世帯

 （令和2年7月31日時点）
　　　299世帯

（令和2年8月1日時点）
　822世帯

（令和2年8月1日時点）
　302世帯

（令和2年７月31日時点）
　241世帯

（令和2年7月31日時点）

無料低額宿泊所利用者数
　　　45人

（令和2年5月1日時点）
　　　53人

 （令和2年7月31日時点）
　　　39人

（令和2年8月1日時点）
　　50人

（令和2年８月１日時点）
　8人

（令和2年７月31日時点）
　　11人

（令和2年7月31日時点）

生活保護世帯数における無料
低額宿泊所利用者数の割合

         2.88％
（令和2年6月1日時点）

           8.58％
（令和2年7月31日時点）

　9.9％
　（令和2年8月1日時点）

 6％
（令和2年８月１日時点）

2.3％
（令和2年７月31日時点）

4.6％
　（令和2年7月31日時点）

施設A
定員：　　人、
個室利用者:７人、相部屋利用者：人

定員：　78人、
個室利用者： 3人、
相部屋利用者：　　人

定員：３８人、
個室利用者：１３人、
相部屋利用者：　　人

定員：40人、
個室利用者：29人、
相部屋利用者：0人

定員：　　人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　　人

定員：７２人、
個室利用者：２人、
相部屋利用者：０人

施設B
定員：　　人、
個室利用者:10人、相部屋利用者:人

定員：　25人、
個室利用者： 4人、
相部屋利用者：　　人

定員：３４人、
個室利用者：　９人、
相部屋利用者：　　人

定員：14人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：0人

定員：　　人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　　人

定員：２８人、
個室利用者：１人、
相部屋利用者：０人

施設Ｃ
定員：　　人、
個室利用者:3人、相部屋利用者:人

定員：   46人、
個室利用者：14人、
相部屋利用者：　　人

定員：４４人、
個室利用者：　０人、
相部屋利用者：　　人

定員：23人、
個室利用者：13人、
相部屋利用者：0人

定員：　　人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　　人

定員：３８人、
個室利用者：　１　人、
相部屋利用者：０人

施設Ｄ
定員：　　人、
個室利用者:4人、相部屋利用者:人

定員：　64人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

定員：―　人、
個室利用者：　８人、
相部屋利用者：　　人

定員：52人、
個室利用者：7人、
相部屋利用者：0人

定員：　　人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　　人

定員：２６　人、
個室利用者：１　人、
相部屋利用者：０　人

施設Ｅ
定員：　　人、
個室利用者:3人、相部屋利用者:人

定員：　20人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

定員：―　人、
個室利用者：　１人、
相部屋利用者：　　人

定員：46人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

　※　４施設に7名入所中ですが、各
施設の定員数等までは把握しておりま
せん。

定員：４６　人、
個室利用者：１　人、
相部屋利用者：０　人

施設F
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者:人

定員： 153人、
個室利用者： 3人、
相部屋利用者：　　人

定員：―　人、
個室利用者：　６人、
相部屋利用者：　　人

定員：30人、
個室利用者：5人、
相部屋利用者：0人

定員：１２　　人、
個室利用者：１　人、
相部屋利用者：０　人

施設G
定員：　　人、
個室利用者:２人、相部屋利用者:　人

定員： 100人、
個室利用者： 4人、
相部屋利用者：　　人

定員：―　人、
個室利用者：　１人、
相部屋利用者：　　人

定員：86人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：２２　人、
個室利用者：１人、
相部屋利用者：０人

施設H
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者：人

定員：　59人、
個室利用者： 4人、
相部屋利用者：　　人

定員：―　人、
個室利用者：　１人、
相部屋利用者：　　人

定員：６５　人、
個室利用者：１　人、
相部屋利用者：０人

施設I
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　65人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

定員：５０人、
個室利用者：２　人、
相部屋利用者：０人

施設J
定員：　　人、
個室利用者:2人、相部屋利用者:人

定員：　38人、
個室利用者： 2人、
相部屋利用者：　　人

施設K
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　70人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

施設L
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　60人、
個室利用者： 3人、
相部屋利用者：　　人

施設M
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　33人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

施設N
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　44人、
個室利用者： 8人、
相部屋利用者：　　人

施設O
定員：　　人、
個室利用者:3人、相部屋利用者:人

定員：　46人、
個室利用者： 1人、
相部屋利用者：　　人

施設P
定員：　　人、
個室利用者:1人、相部屋利用者:人

定員：　41人、
個室利用者： 2人、
相部屋利用者：　　人

施設Q

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無料低額宿
泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯
数を教えてください。
また、受給者数及び生
活保護受給世帯数、生
活保護受給者全体にお
ける無料低額宿泊所利
用者数と割合（小数点
第2位を四捨五入）を教
えてください。
※全て令和2年7月31日
時点（この日付の数字
が無ければ8月1日時
点）

問３

保護受給者が利用して
いる無料低額宿泊所の
数と、それぞれの定員
数、個室利用者数及び
相部屋利用者数を教え

てください。
※全て令和2年7月31日

時点
※施設の数に応じて、
行が足りないようであ
ればお手数ですが追加

してください。
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31 富里市 32 南房総市 33 匝瑳市 34 香取市 35 山武市 36 いすみ市 37 大網白里市

問１ 案内を始めた時期は不明です。
10年以上前から無料低額宿泊所を
案内していますが、案内を始めた
時期の詳細は不明です。

少なくとも7年前からは案内して
いるが、詳細な時期は不明。

　10年以上前から無料低額宿泊所
を案内していますが、案内を始め
た時期の詳細は不明です。

10年以上前からですが、詳細は不
明です。

平成18年頃から案内をしていま
す。

平成２５年１月から（本市が平成
２５年１月から市政施行により生
活保護事務開始した為）

貴自治体の人口
　　　49,984人

（令和2年7月31日時点）
37239人

（令和2年8月1日時点）
　　35,744人

（令和2年7月31日時点）
　　　74,654人

（令和2年8月1日時点）
　　　50,579人

（令和2年8月1日時点）
　　37314人

（令和2年7月31日時点）
　　　49,042人

（令和2年7月31日時点）

貴自治体の世帯数
　　　23,730世帯

（令和2年7月31日時点）
17166世帯

（令和2年8月1日時点）
　　14,676世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　31,121世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　22,442世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　17002世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　21,807世帯

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給者数
　　　541人

（令和2年7月31日時点）
346人

（令和2年7月31日時点）
　　370人

（令和2年7月31日時点）
　　　638人

（令和2年7月31日時点）
　　　405人

（令和2年8月1日時点）
　　　355人

（令和2年8月1日時点）
 　　　266人

（令和2年7月31日時点）

生活保護受給世帯数
　　　438世帯

（令和2年7月31日時点）
300世帯

（令和2年7月31日時点）
　　297世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　758世帯

（令和2年7月31日時点）
　　　349世帯

（令和2年８月1日時点）
　　　307世帯

（令和2年8月1日時点）
　　　225世帯

（令和2年7月31日時点）

無料低額宿泊所利用
者数

　　　9人
（令和2年7月31日時点）

7人
（令和2年7月31日時点）

　　3人
（令和2年7月31日時点）

　　　13人
（令和2年7月31日時点）

　　　10人
（令和2年8月1日時点）

　　　7人
（令和2年8月1日時点）

　　　1人
（令和2年7月31日時点）

生活保護世帯数にお
ける無料低額宿泊所
利用者数の割合

　2．1％
（令和2年7月31日時点）

2.3％
（令和2年7月31日時点）

　　1．01％
　（令和2年7月31日時点）

　　　1.72％
（令和2年7月31日時点）

　　2.9％
（令和2年８月１日時点）

2．2％
（令和2年8月1日時点）

　　　０．38％
（令和2年7月31日時点）

施設A
定員：46人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　1人

定員：22人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：71人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

定員：　38人、
個室利用者：　38人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　1 人、
相部屋利用者：　　人

定員：　　75人、個室利用者：
1人、相部屋利用者：　　人

定員：37人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：人（ただし、間仕
切り）

施設B
定員：63人、
個室利用者：　　人、
相部屋利用者：　1人

定員：19人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：25人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

定員：　78人、
個室利用者：　78人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　1 人、
相部屋利用者：　　人

定員：　　71人、個室利用者：
3人、相部屋利用者：　　人

施設Ｃ
定員： 不明、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：　　人

定員：109人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：56人、
個室利用者：　1人、
相部屋利用者：　0人

定員：　25人、
個室利用者：　25人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　1 人、
相部屋利用者：　　人

定員：　　46人、
個室利用者：　　1人、
相部屋利用者：　　人

施設Ｄ
定員：　20人、
個室利用者：　　1人、
相部屋利用者：　　人

定員：27人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：　65人、
個室利用者：　65人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　1 人、
相部屋利用者：　　人

定員：　　34人、
個室利用者：　　2人、
相部屋利用者：　　人

施設Ｅ
定員：　14人、
個室利用者：　　1人、
相部屋利用者：　　人

定員：78人、
個室利用者：1人、
相部屋利用者：0人

定員：　45人、
個室利用者：　45人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　1 人、
相部屋利用者：　　人

施設F
定員：　109人、
個室利用者：　4人、
相部屋利用者：　　人

定員：44人、
個室利用者：2人、
相部屋利用者：0人

定員： 109人、
個室利用者： 109人、
相部屋利用者：　 0人

定員：　　人、
個室利用者：　5 人、
相部屋利用者：　　人

施設G
定員：　39人、
個室利用者：　39人、
相部屋利用者：　 0人

市内に無料低額宿泊施設はありま
せん。よって、定員、その他の情
報はわかりかねます。
市外の無料低額宿泊施設を利用し
ている状況です。

施設H

施設I

質　問

貴自治体では、保護申請者に対しいつから無
料低額宿泊所を案内していますか。

問２

貴自治体の人口と世帯
数を教えてください。
また、受給者数及び生
活保護受給世帯数、生
活保護受給者全体にお
ける無料低額宿泊所利
用者数と割合（小数点
第2位を四捨五入）を教
えてください。
※全て令和2年7月31日
時点（この日付の数字
が無ければ8月1日時
点）

問３

保護受給者が利用して
いる無料低額宿泊所の
数と、それぞれの定員
数、個室利用者数及び
相部屋利用者数を教え

てください。
※全て令和2年7月31日

時点
※施設の数に応じて、
行が足りないようであ
ればお手数ですが追加

してください。
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【千葉市】無料低額宿泊所（第二種社会福祉事業）一覧  R2.6.1時点 

区 施　設　名 定員数 入居者数

Ａ 45 39

Ｂ 102 76

Ｃ 39 25

Ｄ 39 37

Ｅ 73 54

Ｆ 47 47

Ｇ 33 33

Ｈ 11 6

Ａ 32 32

Ｂ 106 106

Ｃ 141 128

Ｄ 33 22

Ａ 38 38

Ｂ 100 100

Ｃ 51 49

Ｄ 50 50

Ｅ 45 45

Ｆ 245 245

Ｇ 130 115

Ｈ 60 43

Ａ 148 138

Ｂ 74 69

Ｃ 52 39

Ｄ 33 27

Ｅ 60 59

Ｆ 70 55

Ｇ 70 62

Ｈ 59 58

Ｉ 19 14

Ｊ 130 129

Ｋ 34 33

Ｌ 66 62

Ｍ 39 36

Ｎ 23 21

Ｏ 29 26

Ｐ 18 12

Ａ 86 85

Ｂ 50 37

Ｃ 30 27

Ｄ 37 37

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

中央区

 

 


