
 

 

 

論文 

生活保護制度における就労支援の有効性と生存権の保障 
宮本 順子 

 

はじめに 
 

生活保護制度は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という

憲法第 25 条に基づいて国民に健康で文化的な最低限度の生活、すなわち生存権を保障している。

しかしすべての国民の最後のセーフティネットとなるべき生活保護制度が揺らぎ、福祉の切り捨

てや違法な運用が多発している。 

まず生活保護制度は、就労による独立という就労支援に重点を置く方向に進んでいるが、そこ

でどのような就労支援が行われているのかを明らかにし、その有効性や問題点を考える。 

次に母子世帯・高齢者世帯・その他世帯の置かれている状況を明らかにする。福祉の切り捨て

が行われている母子世帯・高齢者世帯では、老齢加算の廃止・母子加算の削減・児童扶養手当の

削減やその凍結といった動きがみられる。さらに母子世帯・その他世帯に対しては就労支援の動

きが活発であるが、これと福祉の切り捨てとの関係を考える。 

最後に、生活保護へのアクセスを困難にしている福祉事務所側の違法行為や福祉事務所で働く

ケースワーカーの労働環境等の問題点を明らかにし、生活保護制度の正しい運用の実現に向けて

何が重要であるかを考える。 

 

 

1. 生活保護制度の概要 
 

1.1 憲法第 25 条に基づく生活保護制度 
 
生活保護の目的 

生活保護法では「（この法律の目的）第 1 条この法律は、日本国憲法第 25 条に規定する理念に

基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、そ

の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とある。 

 

生活保護の原理 

生活保護の原理は第 1 条を含め 4 つ存在する。国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な

保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長する（国家責任の原理）、すべての国民が要

件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができる（無差別平等の原理）、健康で文化的な

生活水準を維持することができる（最低生活の原理）、①資産、能力その他のあらゆるものを活

用しなければならない②扶養義務者の扶養が優先される（保護の補足性の原理）と規定されてい
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る。しかしこれらの原理をめぐる多くの問題が存在する。 

 

生活保護の原則 

生活保護の原則も 4 つある。保護は要保護者、扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始

するが、要保護者が急迫した状況にあるときは保護の申請がなくても必要な保護を行う（申請保

護の原則）、保護は要保護者の需要を補う程度で、最低限度の生活の需要を満たす範囲内で行わ

れる（基準及び程度の原則）、保護は要保護者の年齢、性別、健康状態等、その個人または世帯

の実際のニーズを考慮して、有効かつ適切に行う1（必要即応の原則）、保護は世帯単位で行われ

るが、難しい場合は個人単位とする（世帯単位の原則）と規定されている。 

 

生活保護の種類 

生活保護の種類は、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶

助・葬祭扶助の 8 つである。原則として医療扶助と介護扶助は現物給付であり、その他の扶助は

金銭給付になる。金銭給付とは金銭の給与または貸与によって保護を行うことで、現物給付とは

物品の給与または貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことで

ある2。医療扶助と介護扶助が現物給付である理由は、要保護者が医療や介護以外に費消するの

を防止するというよりも、要保護者の必要とする医療や介護を確実に保障するため、保護実施機

関に給付義務を負わせることにあると考えられる3。 

保護費は、全国の市町村を 1 級地�1 から 3 級地�2 までの 6 段階に分類し、市町村ごとに計算

される。出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は臨時的4に支給されるもので、基本的には、生活扶助・

教育扶助・住宅扶助の合計になる。病気がある場合や介護が必要な場合は医療扶助・介護扶助が

支給される。 

 

制度の窓口である福祉事務所 

生活保護に関する事務を行っているのが福祉事務所である。福祉事務所は都道府県と市に設置

が義務づけられていて、町村では任意で設置される。福祉事務所内の職員は都道府県知事や市町

村長の指揮監督を受けて仕事を行う所長、現業事務の指導監監督を行う所員、面接や相談、資力

調査等の現業を行う所員、事務を行う所員が主に配置されている。福祉事務所ごとに所員の定数

は異なり、地域の実情に合わせて定めるようになっている。 

しかし現業を行う所員の数は社会福祉法第 16 条により標準数が定められており、設置主体が

都道府県の場合は、被保護世帯数が 390 以下は 6 人で 65 を増すごとに 1 人が追加される。市の

場合は 240 以下では 1 人、町村は 160 以下で 2 人が配置され、どちらも 80 を増すごとに 1 人追

                                                           
1 山縣（2006）p.155. 
2 生活保護手帳編集委員会（2006）p.7. 
3 前田（2007）pp.348-349. 
4 大山「生活保護を受ける」. 
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加される5。 

 

1.2 保護が適用されるまでの基本的な流れ 
 

生活保護を受けるためには、まず福祉事務所に行かなければならない。福祉事務所に相談に行

くと職員によって面接相談が行われる。ここで保護が必要かどうか判断され、その後に申請書を

提出し申請が完了する。 

福祉事務所側は申請を受けると、申請者の資力調査（ミーンズテスト）を行う。資力調査は申

請者の資産・収入や扶養義務者からの援助が受けられるかを調査し、保護の適用を決定する。生

活保護法第24条では生活保護の申請がされてから保護決定の通知は14日以内に行われなければ

ならず、調査に時間を要する等の理由がある場合に限り 30 日まで延ばすことができるとしてい

る。 

保護の適用が決定された後、ケースワーカーと援助計画の策定を行い、保護費の支給が行われ

る。その後は被保護者の生活状況を把握し、自立を助長するための指導を行うことを目的として

ケースワーカーが定期的に訪問調査を行う。 

 

1.3 増加する被保護者 
 

被保護人員（1 か月平均）は 1955 年度には約 200 万人であったが、その後は増減を繰り返し

ながら減少していき、1995 年度の約 88 万人まで減少し続けていた。1996 年度からは増加し続け

2007 年度で約 154 万人まで増加している6。 

制度発足時の被保護世帯数（1 か月平均）は約 70 万世帯で、その後も 80 万世帯を超えること

はなかったが、被保護世帯数は 100 万世帯を 2005 年度に突破した。2007 年度の生活保護世帯数

は 110 万世帯を超えて、約 111 万世帯となっている7。 

世帯類型別にみると、2007 年度では高齢者世帯 45.0％、傷病・障害者世帯 36.3％、母子世帯

8.4％、その他世帯 10.0％であり、保護の種類別扶助人員では生活扶助 89.4％、医療扶助 80.8％、

住宅扶助 81.8％、介護扶助 11.9％、その他の扶助は 11.2％となっている8。 

 

1.4 構成比に差が表れる生活扶助と住宅扶助 
 

2005 年度における種類の構成比をみると、生活扶助 87.2％、住宅扶助 78.7％、医療扶助 89.1％

となっている。このように、基本的に受給者は生活扶助・住宅扶助・医療扶助を同時に利用して

いることになる。 

                                                           
5 厚生労働省「福祉事務所」『生活保護・福祉一般』. 
6 厚生労働省（2008）『平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況』. 
7 厚生労働省（2008）『平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況』. 
8 厚生労働省（2008）『平成 19 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況』. 
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2005 年度の生活保護被保護実人員の１か月平均は約 148 万人であったが、同じ年の生活扶助

利用者の１か月平均は約 132 万人、住宅扶助利用者は約 119 万人であった9。支給される保護費

のうち生活扶助と住宅扶助は 8 つの扶助の中でも生活を維持するための基本的な扶助であるの

に、被保護実人員数と人数が一致していない。 

生活扶助については、１か月以上病院に入院しているか、介護施設等に入所しているときは支

給されない。代わりに病院に入院している場合は入院患者日用品費が、介護施設等に入所してい

る場合は介護入所者基本生活費が支給される。2005 年度の生活保護受給者の 1 か月平均で生活

扶助を利用していない者の総数は約 16 万人である。そして入院患者の１か月平均総数は約 13

万人、介護入所者の１か月平均総数は約 3 万人であり、合わせて約 16 万人であるので被保護実

人員と生活扶助利用者の差はこのためにできたと考えられる。 

住宅扶助については入院患者や介護入所者に合わせて、さらに救護施設入所者や持ち家のある

人で生活保護を受けている人には支給されないため、被保護実人員と住宅扶助利用者に差ができ

たと考えられる。 

 

 

2. 就労支援に重点が置かれる生活保護制度 
 

2.1 見直された生活保護制度 
 

2004 年に提言された生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書では「利用しやすく自

立しやすい制度へ」という方向の下で、被保護世帯が安定した生活を再建し、地域社会への参加

や労働市場への「再挑戦」を可能とするための「バネ」としての働きを持たせることが特に重要

であるという視点で生活保護制度を見直すとしている。 

その中で「自立支援」とは、社会福祉法の基本理念にある「利用者が心身共に健やかに育成さ

れ、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するもの」を意

味し、就労による経済的自立のための支援（就労自立支援）、それぞれの被保護者の能力やその

抱える問題等に応じ、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行う等

の日常生活において自立した生活を送るための支援（日常生活自立支援）や、社会的なつながり

を回復・維持する等社会生活における自立の支援（社会生活自立支援）をも含むもの、とされて

いる10。 

 

2.2 就労支援事業の目玉「自立支援プログラム」 
 

2005 年度に開始された自立支援プログラムとは、生活保護制度の在り方に関する専門委員会

                                                           
9 厚生労働省（2005）『平成 17 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況』. 
10 厚生労働省（2004）『生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書について』. 
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報告書で①被保護世帯が抱える様々な問題に的確に対処し、これを解決するための「多様な対応」、

②保護の長期化を防ぎ、被保護世帯の自立を容易にするための「早期の対応」、③担当職員個人

の経験や努力に依存せず、効率的で一貫した組織的取組を推進するための「システム的な対応」、

の 3 点を可能にし、経済的給付に加えて効果的な自立・就労支援策を実施する制度とある。その

ために被保護世帯と直接接している地方自治体が、被保護世帯の現状や地域の社会資源を踏まえ、

自主性・独自性を生かして自立・就労支援のために活用すべき「自立支援プログラム」を策定し、

これに基づいた支援を実施することとすべきとある11。 

自立支援プログラムは、就労自立支援では①生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム、

②福祉事務所における就労支援プログラム、③若年者就労支援プログラム、④精神障害者就労支

援プログラムが示されている。さらに日常生活自立支援では①日常生活意欲向上プログラム、②

高齢者健康維持・向上プログラム、③生活習慣病患者健康管理プログラム、④精神障害者退院促

進支援事業活用プログラム、⑤元ホームレス等居宅生活支援プログラム、⑥多重債務者等対策プ

ログラムが、社会生活自立支援では社会参加活動プログラムが示されている12。このうち生活保

護受給者等就労支援事業活用プログラムに注目して具体的な内容を考察する。 

 

2.3 有効性の問われる全国一律の就労支援 
 

地方自治体が自主性・独自性を生かしてプログラムを策定すると述べたが、自立支援プログラ

ムのうち、生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムだけは、すべての福祉事務所で活用可

能であるとし、福祉事務所で新たに策定する必要のないプログラムとして厚生労働省が示したプ

ログラムである13。 

生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムへの参加条件は①稼働能力があること、②就労

意欲があること、③就労阻害要因がないこと、④事業への参加に同意していることの 4 つをすべ

て満たし、公共職業安定所との連携による支援が効果的であると判断した者とされている。 

生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムは、まず福祉事務所が条件に当てはまる被保護

者を選定し、福祉事務所担当のコーディネーター14と公共職業安定所担当のコーディネーター15

から構成される就労支援メニュー選定チームによって支援対象者の面接が行われる16。そして①

ハローワークにおける就職支援ナビゲーターによる支援17、②トライアル雇用18の活用、③就職

                                                           
11 厚生労働省（2004）『生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書について』. 
12 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 
13 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 
14 「被保護者の支援メニューの選定等を行うほか、安定所等との連絡調整、当該福祉事務所の支援対象者

の支援状況の把握を行うため、各福祉事務所において、査察指導員、就労支援員等の中から選任された職

員」（総務省（2008））. 
15 「被保護者の支援メニューの選定、支援対象者との面接、福祉事務所との連絡調整等を行うため、都道

府県労働局長が職業相談の経験がある者等の中から委嘱した安定所に配置される非常勤職員」（総務省

（2008））. 
16 厚生労働省（2006）『生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会』. 
17 「被保護者の就労支援をマンツーマンによりきめ細やかに行うため、都道府県労働局長が、産業カウン

セラー等の資格保持者、企業の人事労務管理に関する知識・経験を有する者等の中から委嘱した安定所に
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の準備段階としての基礎知識・マナー等に関する準備講習付きの公共職業訓練等を実施、受講を

斡旋19、④生業扶助等の活用による民間教育訓練講座の受講勧奨20、⑤一般の職業相談・紹介21の

実施、の 5 つから支援対象者の態様に応じメニューを選択し、その後、就労による自立をめざす

というものである22。 

ハローワークにおける就職支援ナビゲーターによる支援の具体的な内容は、厚生労働省がコー

ディネーターとナビゲーターを各都道府県労働局にそれぞれ最低 1 人以上人員を配分、都道府県

労働局は厚生労働省から受けた人員を管内の公共職業安定所に配置することとなっている。2006

年度ではコーディネーターは 155 の安定所で 175 人、ナビゲーターは 96 の安定所で 105 人が配

置されていたが、2008 年度からはナビゲーターが公共職業安定所のコーディネーターの業務を

兼務することとなった。 

コーディネーターは年間 170 人程度、ナビゲーターは年間 100 人程度に支援を行うことを目安

とされたが、2006 年度の調べではコーディネーター1 人当たり 9～145 人、ナビゲーター1 人当

たり 2～107.8 人と、都道府県労働局ごとに大きな差がみられた。全国の 1 人当たりの平均支援

者数はそれぞれコーディネーターが 60.5 人、ナビゲーターが 47.6 人と、当初の目安を大きく下

回っている23。 

トライアル雇用では事業者は労働者の適性などを見極めた上で本採用するかどうかを決める

ことができ、一定の奨励金を受ける。そして労働者はトライアル雇用期間中に努力し本採用をめ

ざす、という双方にメリットのある事業とされている。主に就労経験が乏しく就労に不安がある

者や長期間、就労から遠ざかっている者など一般的な求職活動による就労が困難とされる被保護

者を対象とされた。 

トライアル雇用の活用実績は 2006 年度の支援開始者 9129 人中 22 人で、常用雇用に移行した

者は 5 人とその有効性は非常に低い。このことについて厚生労働省は特に分析を行ってはいない

が、総務省行政評価局は、事業主は将来的に安定的な雇用に繋がる若年者に対するニーズが高い

のに対し、支援要請される被保護者は 40 歳以上の者が多いためとしている24。このようにトラ

イアル雇用、就職支援ナビゲーターによる支援は効果が低く、就労支援として機能しているとは

言い難い。 

                                                                                                                                                                          
配置されている非常勤職員であるナビゲーターが、求人開拓から就職に至るまでの一貫した就労支援を実

施する」（総務省（2008））. 
18 「事業主が就労に不安を持つ被保護者を短期間（原則として 3 か月以内）試行的に雇用し、その適性や

業務遂行可能性を見極め、当該被保護者と事業主が相互理解を促進すること等を通じて、その後の常用雇

用への移行を図ることを目的とするもの」（総務省（2008））. 
19 「公共職業訓練を行うことが有効であると考えられる被保護者について、同訓練の受講指示及び受講推

薦を行うもの」（総務省（2008））. 
20 「生業扶助等の対象となる民間の教育訓練講座の受講が有効であると考えられる被保護者について、就

労支援メニュー選定チームが同講座の受講を勧奨するもの」（総務省（2008））. 
21 「上記①から④までの支援メニューを行わなくても就労できる可能性が高い被保護者について、安定所

の通常の窓口において、職業相談・紹介を実施するもの」（総務省（2008））. 
22 厚生労働省（2006）『生活保護費及び児童扶養手当に関する関係者協議会』. 
23 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 
24 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 
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この生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムは 2007 年 3 月末で 75.7％の福祉事務所で

実施されていた。実施されていない福祉事務所ではこれまで通りのケースワーカーによる就労支

援で十分である、業務が多忙で負担が増える、ケースワーカーの経験年数が短い等の理由があげ

られた。 

生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムへの参加者は 2006 年度で、全国の支援開始者

数は 9129人、就職者数は 5535人で就職率は 60.6％ととても高い25。しかし支援開始者数は約 9000

人という数字は全受給者約 108 万人の約 0.8％、20 歳～60 歳の被保護世帯人員の約 2％でしかな

い。 

 

2.4 参加できないプログラムと就労意欲をなくす基礎控除 
 

被保護者全体に占める参加者がこれほど低い理由は、この生活保護受給者等就労支援事業活用

プログラムへの参加条件 4 つを満たす人がそもそも非常に少ないためである。 

被保護世帯は高齢者・傷病者・障害者世帯で約 80％を占めるので、就労支援の対象は母子・

その他世帯の約 20％が中心となる。そのため本来就労できる状態である人自体が少ない。その

ような中で生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムは参加条件が厳しく、参加できる者が

少ないばかりか、就職支援ナビゲーターによる支援やトライアル雇用等の常用雇用採用の実績も

極めて低い。特にトライアル雇用は事業者のニーズが少なく、若年者を求める傾向が強いため効

果があるとはいえない。 

就労を希望する被保護者に効果的な支援をするために、この実情を検討した上で被保護者の現

状にあったプログラムを策定し直さなければならない。 

就労支援が進められることに関連して重要なのが生活保護制度における収入の扱い方である。

生活保護制度では収入に関する控除として基礎控除・特別控除・新規就労控除・未成年者控除等

が認められている。その中で勤労収入・農業収入・農業以外の事業収入に関しては基礎控除が認

定されている。被保護者でこれらの収入がある人は、収入から基礎控除額分を除いた収入認定額

が最低生活費から差し引かれ、それが保護費として支給される。 

さらに特別控除とは就労に伴う収入として年間を通じて 1 級地では 15 万 0900 円、2 級地では

13 万 7300 円、3 級地では 12 万 3700 円の範囲内で必要に応じて控除されるものである。基本的

に基礎控除額が高ければ高いほど就労インセンティブが働くが、この基礎控除がほとんど機能し

ていないため、就労を誘引するように働いていない。 

基礎控除は厚生労働省事務次官通知の「生活保護法による保護の実施要領について」にある「基

礎控除額表」に基づいて認定される。基礎控除額表ではどれだけ控除するかが追加的な収入金額

4000 円ごとに区分に分けられて細かく定められている。例えば就労する世帯員が 1 人のみの場

合を考えると、収入金額 15 万 5999 円までの基礎控除額の区分は級地に関係なく統一され、それ

より上の収入では 3 級地の控除額が増加せず固定され、19 万 6000 円以上の収入では 2 級地の控

                                                           
25 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 

 105



香川大学 経済政策研究 第 5 号（通巻第 5 号） 2009 年 3 月 
 

除額が固定、1 級地は 24 万 0000 円以上で控除額が固定される。 

具体的には、まず 8340 円までの収入は全額控除されるため、ここまでは就労インセンティブ

が大きく働いているといえる。しかしここからが問題である。1 万 2000 円～8 万 7999 円までは

収入が追加的に 4000 円増加するごとに 690 円しか基礎控除額が認定されないのである。それ以

降はさらに減少し、9 万 6000 円～9 万 9999 円の区分から 10 万 0000 円～10 万 3999 円の区分へ

収入が増加した場合、追加的な基礎控除額は 280 円にしかならない。基礎控除額が固定されない

1 級地では最終的に追加的な控除額の増加は 220 円まで減少してしまう。 

例えばある人が保護を受けながら就労して 10 万円の収入を得ていたとする。生活保護から抜

け出そうと一生懸命働いて追加的に 1 万円、合計 11 万円の収入を得たとしても、わずか 580 円

しか控除されず、残りの 9420 円は収入認定額として保護費から差し引かれてしまう。特別控除

を加味したとしてもあまりにも少なすぎる。これでは就労によって保護から抜け出そうという意

欲は全く起きないといえるだろう。 

就労支援に重点を置きながら生活保護に対する政策が進められているが、この基礎控除の内容

はそれとは大きく矛盾している。この基礎控除額表は直ちに見直されなければならない。 

 

 

3. 就労支援の標的 母子世帯 
 

3.1 世界一働く日本の母子世帯の母親 
 

生活保護を受けている母子世帯数の 1 か月平均は 1993 年度から 1998 年度の間は約 5 万世帯で

横ばいが続いたが、1996 年度の約 5.1 万世帯以降は増加し続け、2003 年度は約 8.2 万世帯、2005

年度には約 9 万世帯を超えた26。 

厚生労働省は全国母子世帯等調査結果報告で 2003 年度の母子世帯数を約 123 万世帯と推計し

ている。2003 年度時点では 83％の母親が就業しており27、2006 年度の調査では 84.5％に増加し

ていた28。全母子世帯のうち生活保護を受給している母子世帯は 2006 年度で 9.6％、そのうち就

労している世帯は 49.2％にもなる29。各国の母子世帯の母親の就労率をみると、イギリスが約 5

割、アメリカやスウェーデンでも約 7 割である30。日本では 80％以上の母親が就業しているので、

日本の母子世帯の母親は就労率の高さから先進国の中で最も働いているといわれている。しかし

母親の従業上の地位は臨時・パートが最も多く、派遣社員の割合を合わせると 2006 年度では

48.7％が不安定な非正規雇用労働者であった。 

一方で常用雇用者は 42.5％となっており、安定した仕事に就いている人も多いようにみえる。

                                                           
26 厚生労働省（2005）『平成 17 年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）結果の概況』. 
27 厚生労働省（2005）「平成 15 年度全国母子世帯等調査結果報告」『報道発表資料』. 
28 厚生労働省（2007）「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」『報道発表資料』. 
29 国立社会保障・人口問題研究所（2007）『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』. 
30 丹波（2007）p.132 
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しかし実は多くのパートタイマーは常用雇用にカウントされていて、正規はそのうち 1 割程度に

すぎないともいわれている31。そのため母子世帯の平均年間収入は低く、2005 年の調査結果をみ

ると、全世帯の平均収入が 563.8 万円であるのに対し母子世帯は 213 万円であり、全世帯の 37.8％

しかなく、児童扶養手当等を含めない、就労からのみの収入は 171 万円であった32。 

 

3.2 働く母親を支える給付の減額・廃止 
 

前述した児童扶養手当とは 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童をもつ

母子世帯の母親または養育者に支給される手当である。児童扶養手当を受け取るには所得制限が

ある。例えば年収 130 万円未満で養育する児童が１人で全額支給の場合、月額 41,720 円受け取

ることができる。 

母子世帯の平均世帯人員は 2006 年度で 3.3 人、末子の平均年齢は 10.5 歳、離婚した父親から

の養育費の受給状況は「現在も養育費を受けている」という世帯がわずか 19％であった33。収入

が低く、子供には教育費・食費が掛かり、養育費をもらうことができないという状況の中で、母

子世帯にとって児童扶養手当は重要な収入になる。児童扶養手当を受給していることで生活保護

を受けずに生活していける母子世帯は多い。2003 年では約 84 万世帯の母子世帯が児童扶養手当

を受給しており、全母子世帯の約 70％が受給していたことになる。 

児童扶養手当は 2002 年の制度改正で、2008 年 4 月 1 日時点で、児童扶養手当の支給開始月か

ら 5 年が経過し、末子が 8 歳以上の場合、最大で半分まで減額することが決まった34。しかし強

い反対で 2007 年に凍結され、受け取る本人が就職しているか就職活動中、病気、けが、障害が

ある場合は関係書類を提出すれば従来通りの支給額を受け取れることになった。 

生活保護に限った場合では、母子世帯の生活の支えになっているものに母子加算がある。 

生活保護の加算制度とは、被保護世帯の特別の需要に対応する方策の 1 つとして設けられてき

たもので、2006 年に廃止された老齢加算を除くと 8 つの加算がある。加算とは最低限の生活費

に「上乗せ」されたものではなく35、生活保護法第 9 条で規定されているように、要保護者の年

齢別、性別、健康状態その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して行われなければならない

ものである。 

母子加算の目的は「母子については、配偶者が欠けた状態にあるものが児童を養育しなければ

ならないことに対応して、通常以上の労作に伴う増加エネルギーの補填、社会参加に伴う被服費、

片親がいないことにより精神的負担をもつ児童の健全な育成を図るための費用等が余分に必要

となる36。」とあり、父母の一方か父母以外の者が児童を養育しなければならない場合に適用さ

れる。 
                                                           
31 中野（2008）pp.46-47. 
32 厚生労働省（2007）「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」『報道発表資料』. 
33 厚生労働省（2007）「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」『報道発表資料』. 
34 山崎（2008）『毎日新聞』. 
35 舟木（2007）p.70. 
36 辻（2008）p.47. 
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2006 年度までは 15 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間に当たる児童 1 人を養育す

る場合は月に約 2 万円（級地によって異なる）が加算されていた。それが 2007 年度より段階的

に廃止されることが決まり、2009 年度には完全に廃止されることになっている。 

このように児童扶養手当と母子加算が削減・廃止が進んでいる理由はこれらが母子世帯の就労

意欲を損なうと政府が考えているからである。一般の母子世帯と生活保護を受ける母子世帯の消

費水準を比べると、生活保護を受ける母子家庭の方が高い状態にある。所得を比べると一般の母

子世帯の平均所得金額（月額）は 210,667 円であるのに対して、生活保護を受ける母子世帯の平

均所得金額は 220,967 円（最低生活費、母子加算を含む）37と生活保護を受ける母子世帯の方が

高い。さらに生活保護給付には医療扶助や介護扶助等の必要に応じた扶助も伴っている38。生活

保護を受けずに生活をしている母子世帯がいるので、被保護世帯もそのような世帯の水準に合わ

せるべきだとされている。 

児童扶養手当は全額支給でも 4 万円程度である。阿部（2008b）は、児童扶養手当の給付額の

みで生活することはほぼ不可能であるため、就労しない母子世帯はないと考えられるが所得制限

の周辺で勤労時間を調整（制限）している可能性はあるとしている。被保護世帯では就労から追

加的な所得を得ようとしても、前述のように、ほとんどは生活保護給付額から差し引かれるため、

就労しても最低生活費を大きく上回る所得を見込めない世帯は就労時間を少なくするかもしれ

ないとある39。 

 

3.3 利用すると生活できなくなる就労支援 
 

児童扶養手当と母子加算削減の代わりに母子世帯に対する就労支援が行われている。2002 年

の母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法の改正で児童扶養手当を受ける母子世帯には「子育てや

生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の 4 つが行われている。内容は

再就職支援や就職相談、母子家庭等就業・自立支援センターの設置、自立支援教育訓練給付金、

高等技能訓練促進費、常用雇用転換奨励金等がある。 

自立支援教育訓練給付金は教育訓練講座の受講料の 2 割（上限 10 万円）を講座終了後に支給

するものである。高等技能訓練促進費は看護師等の資格を取得するため 2 年以上養成機関等に就

学する際に就学期間の最後の 3 分の 1 の期間だけ月額 10 万 3 千円を支給する。 

常用雇用転換奨励金はパートタイムで雇用している母子家庭の母を職業訓練後に常用雇用し

た場合、事業主に母 1 人当たり 30 万円を支給するものである40。しかしこれらの支援を受けて

雇用に結びついたとしても非正規雇用や低賃金であることが多い。丹波（2007）の追跡調査では

大阪府と福島県の母子家庭等就業・自立支援センター利用者の働いているものの 6 割以上が非正

                                                           
37 厚生労働省（2003）『生活保護制度の在り方に関する専門委員会』. 
38 阿部（2008b）p.183. 
39 阿部（2008b）p.183. 
40 阿部（2008b）p.188. 
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規雇用で、月の勤労収入は 15 万円未満となっている41。 

さらに自立支援教育訓練給付金と高等技能訓練促進費は子育てと仕事を両立する母子世帯に

とって利用しにくいものとなっている。自立支援教育訓練給付金は教育訓練講座を受けたとして

も受講料の 2 割しか支給されず、講座を受けている時間は仕事ができない。そして高等技能訓練

促進費は最後の 3 分の 1 の期間しか支給されないので、その間の生活費をまかなうことができな

いのである。 

 

3.4 貧困の連鎖を断ち切る教育への支援 
 

生活保護を受ける家庭の子供が成長したとき、その子供が生活保護を受ける可能性が高くなる、

貧困が連鎖してしまう問題がある。その中でも被保護母子世帯ではさらにその可能性が高くなっ

ている。2005 年度までは生活保護の教育費は義務教育までしか支給されていなかったため、高

校に進学できず低学歴に陥りやすくなっていた。子供が成長するにつれ教育にかかる費用は増加

していくので、母子世帯では児童扶養手当を受けていたとしても高校の教育費を捻出することは

難しい。 

さらに被保護世帯では子供が高校に進学した場合、子供に稼働能力があると判断され、ケース

ワーカーからアルバイトをするよう就労指導を受ける。そのためアルバイトと学業の両立が難し

くなり、高校を中退しなければならなくなるケースがある。大阪府堺市健康福祉局理事の道中隆

の調査によれば、生活保護世帯主の学歴で、中学卒か高校中退が 390 世帯中 283 世帯（72.6％）

を占めていた42。低学歴であると非正規雇用者になりやすく、貧困にも陥りやすくなる。そして

生活保護を受ける家庭では、次の世代も生活保護を受けるという貧困の連鎖が起きやすくなって

しまう。 

世代間の連鎖を止めるために、被保護世帯とそうでない世帯で教育格差はあってはならないも

のである。生活保護制度でも高等学校等に就学し卒業することが当該世帯に自立助長に効果的で

あると認められる場合について、2005 年度から生業費から高等学校等就学費が支給されるよう

になった。 

児童扶養手当は一般母子世帯も生活保護を受給する母子世帯も同様に支給される。児童扶養手

当は就労阻害要因になるという理由で廃止の方向へ進んでいるが、一般母子世帯にとって児童扶

養手当は生活保護を受けずに生活をしていくための重要な収入であるため、労働を阻害するので

はなく、就労意欲にプラスに作用している43。就労しながらも所得が低いために生活が困難にな

った母子世帯が生活保護という制度を利用しているはずであるのに、被保護母子世帯より生活保

護を受けていない母子世帯の方が所得が低いため、母子加算を廃止にするという方向に進んでい

る。 

しかしながら、問題があるのは、保護を受けている母子世帯が得をしていることではなく、母

                                                           
41 丹波（2007）p.153. 
42 湯浅（2008）pp.55-58. 
43 赤石（2007）p.19. 
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子世帯に多く存在する就労阻害要因や低い賃金、不安定な雇用、母子世帯に対する福祉が手薄に

なっている等の状況の方である。この状況が生活保護・貧困の世代間連鎖を助長し、母子世帯全

体と生活保護受給世帯の子供に教育格差が生じやすくなる。 

このような福祉を切り下げる方針を改め、就労支援の分野だけでなく教育分野に対しても積極

的に支援していくことこそが生活保護・貧困の世代間連鎖の断ち切り、福祉の制度維持にも効果

的であるといえる。 

 

 

4. 切り捨てられる高齢者世帯 
 

4.1 増加する 1 人暮らしの高齢者と少ない年金 
 

被保護世帯を世帯類型別にみると、2005 年度では高齢者世帯 43.5％、傷病・障害者世帯 37.5％、

母子世帯 8.7％、その他世帯 10.3％となっている。高齢者世帯は生活保護を受ける世帯類型の中

で最も多く 2005 年度は約 45 万世帯、65 歳以上の被保護人員は約 56 万人となっている44。 

被保護人員の年齢別の構成割合の変化をみると、1995 年度は 0～14 歳 13.0％、15～59 歳 43.0％、

60 歳以上 44.0％であったが、2005 年度は 0～14 歳 12.6％、15～59 歳 37.6％、60 歳以上 49.8％で、

60 歳以上だけが増加している45。 

高齢者世帯の増加の原因は、1 つは高齢者の家族形態の変化である46。2006 年度の被保護 1 人

世帯の総数約 78 万世帯中高齢者世帯は約 40 万世帯と半数以上を占め、平均世帯人員は 1.11 人

と全世帯類型の中で最も少ない。核家族化が進み、子供と同居しない 1 人暮しの高齢者が増えて

きたため、高齢者世帯の世帯人員が減少してきた。子供等と同居している高齢者に比べて 1 人暮

らしの高齢者は収入が少なく貧困に陥りやすい。そのため一度生活保護を受け始めると他の世帯

よりも長期化しやすくなる。2006 年度の高齢者世帯の保護受給期間は 10 年以上で約 34％、5 年

以上では約 60％を占めており、全世帯類型の中で最も高くなっている47。 

もう 1 つは公的年金の受給率、または受給額が保護基準に達しない高齢者の増加である48。老

齢基礎年金は満額を受け取れるとしても月額 6 万 6000 円程度であり、保険料の未納・免除分が

ある場合は年金額がさらに少なくなるため、年金のみで生活することは困難である。年金額の少

ない人と年金の受給権のない無年金者の収入は最低生活費を下回りやすく、生活保護の利用者と

なりやすい。2005 年度の高齢者世帯は約 45 万世帯いるにもかかわらず、被保護世帯で老齢年金

を受け取っている世帯は約 17 万世帯であった49。 

 
                                                           
44 国立社会保障・人口問題研究所（2007）『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』. 
45 国立社会保障・人口問題研究所（2007）『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』. 
46 阿部（2008a）p.119. 
47 国立社会保障・人口問題研究所（2007）『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』. 
48 阿部（2008a）p.120. 
49 国立社会保障・人口問題研究所（2007）『「生活保護」に関する公的統計データ一覧』. 
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4.2 必要不可欠な老齢加算の廃止 
 

そのような状況の中で生活保護の最低生活費と年金額を比較し、生活保護の給付額よりも年金

額の方が低いとして 2006 年度に老齢加算の廃止が行われた。廃止された老齢加算とは「高齢者

は咀嚼力が弱いため、他の年齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要とするとともに、肉体

的条件から暖房費、被服費、保健衛生費等に特別な配慮を必要とし、また、近隣、知人、親戚等

への訪問や墓参などの社会的費用が他の年齢層に比し余分に必要となる50。」という目的から支

給されてきたものである。月額 1 万 5000 円程度（級地によって異なる）が支給されていたが 2004

年度より段階的に廃止された。 

しかし最低生活費と年金額を比べること、そして年金額よりも最低生活費の方が充実している

からと老齢加算を廃止することには問題がある。そもそも年金のみで老後の収入をすべて賄うこ

とは不可能だからである。もし老齢基礎年金のみを受給していたとすれば、それのみで生活費、

住宅費、医療費等を賄わなければならない。つまり公的年金は最低生活保障の生活費の部分しか

対象としておらず、医療、介護、住居の問題には対処していない51。その点で生活保護制度は生

活、住宅、医療、介護とすべてに対処した制度となっている。そのようなことから生活保護と公

的年金は補完的な役割を持っている52。 

そして大切なことは母子加算と同じように老齢加算も最低限の生活費に「上乗せ」されたもの

ではなく、その世帯に必要不可欠なものとして支給されてきたものであるということである。老

齢加算の廃止よって高齢者の生活は老齢加算の中の目的にある食費や社会的費用を削らなけれ

ばならないものになった。食事の量や入浴回数を減らし、葬式や墓参りに行けなくなり、友人と

の交流も控えるようになることで社会的に孤立を強めている53。このようなことから老齢加算の

廃止を不服として 2008 年現在も裁判が続いている。 

 

4.3 歪んだ形で導入されたリバースモーゲージ 
 

さらに高齢者を苦しめている制度が 2007 年 4 月に実施された生活福祉資金（要保護世帯向け

長期生活支援資金）貸付制度である。これは生活保護制度にリバースモーゲージを導入したもの

となっている。 

そもそもリバースモーゲージとは高齢者世帯が自宅に住みながら、民間金融機関や公的機関か

ら住宅や土地を担保に定期払いの融資を受け、借受人の死亡後に住宅・土地を売却し貸付総額を

一括返済するアメリカの制度であった。自宅に住みながら住居の価値を処分し、受けた貸付金を

生活費・医療費等に充てることができるため、高齢者の生活を豊かにするものと考えられている。

                                                           
50 辻（2008）p.47. 
51 阿部（2008a）p.116. 
52 阿部（2008a）p.117. 
53 舟木（2007）p.72. 
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それが受給者の増加を抑制する方法として日本の生活保護制度に持ち込まれてしまっている。 

このリバースモーゲージを取り入れた要保護世帯向け長期生活支援資金貸付制度の目的は、生

活保護を受けようとしている世帯や受けている世帯の自立を支援し、併せて生活保護の適正化を

図ることとされている。2004 年の生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書で被保護者

が死亡した後に、扶養義務者が不動産を相続することは社会的公平の観点から問題があるとされ、

生活保護を必要としている世帯に対して保護の開始前にリバースモーゲージの利用が優先され

るようになった54。 

この制度の対象者は申込者及びその配偶者が 65 歳以上で 500 万円以上の資産価値の居住用不

動産を所有し、この制度を利用しなければ生活保護の受給を要することとなる世帯である。実施

主体は都道府県社会福祉協議会となっており、貸付限度額は不動産の評価額の 7 割を標準として

都道府県社会福祉協議会の会長が定めた額になる。 

生活保護法第 4 条の保護の補足性では最低限の生活の維持のために資産、能力その他あらゆる

ものを活用しなければならないとある。その中で土地、田畑、家屋等は原則として処分しなけれ

ばならないが、処分価値が利用価値よりも著しく大きい場合を除いて、保有している方が最低限

度の生活の維持、自立の助長に有効な場合や将来に活用される場合などはその保有が認められて

いる55。保有が認められた場合は自分の持ち家に住みながら生活保護を受けることができた。 

しかしリバースモーゲージは生活保護に優先して適用されるため、生活保護利用者の土地、家

屋の保有が認められなくなってきており、この制度でも福祉事務所の違法性のある対応が問題と

なっている。生活保護の申請をさせずに、推定相続人の同意をとるように求めたり56、「とにか

くハンコを押してくれ」というように、説明抜きでこの資金の利用を押し付けたり57と不動産を

持っている要生活保護者を生活保護の利用から排除するように働いている。 

 

4.4 高齢者世帯の生活を守るために 
 

高齢者世帯は生活保護からの就労による自立は困難であり、長期にわたり保護を受ける場合が

多い。老齢加算を廃止するという状況は、高齢者世帯の現状や加算制度の考え方、健康で文化的

な生活を営むという憲法すら無視し、ただ財政が逼迫しているために高齢者の切り捨てを行って

いるといえる。年金額と最低生活費の比較においては、もともと年金のみで生活していくことが

困難であるのにそれを比較対象に持ってくるということ自体が異常である。年金額との比較から

離れ、高齢者世帯の現状を吟味し、高齢者世帯の生活を安定したものへしていく必要がある。そ

のために老齢加算の復活は必要不可欠であるといえる。さらに福祉事務所側はリバースモーゲー

ジの利用を強要する違法な対応をやめ、利用者に制度についての説明責任を果たすべきである。 

 

                                                           
54 厚生労働省（2004）『生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書について』. 
55 生活保護手帳編集委員会（2006）pp.138-139. 
56 日本弁護士連合会（2007）p.129. 
57 吉永（2007）p.141. 

 112



生活保護制度における就労支援の有効性と生存権の保障 
 

 

5. ホームレスへの就労支援の行き着く先としての生活保護 
 

5.1 手厚くみえる就労支援 
 

その他世帯には高齢者・母子・障害者・傷病者世帯に属する人以外で、就労しているにもかか

わらず賃金が最低生活費を下回り、生活が困難になってしまったために生活保護の適用となった

ワーキングプアや生活保護の適用を受けた元ホームレス等の人々が含まれている。その他世帯は

2008 年現在で緩やかに増加しており、世帯類型別にみた増加率では高齢者世帯に次いで 2 番目

に高い。2007 年度では約 11 万世帯が生活保護を受けていた。 

厚生労働省のホームレスの定義は「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の

場所として日常生活を営んでいる者58」というものであり、具体的には、ダンボール住宅やテン

ト、小屋掛けなどにおいて野宿生活を送っている人々のみを指している59。 

ホームレスへの主な支援はホームレス総合相談推進事業、ホームレス緊急一時宿泊事業（シェ

ルター事業）、ホームレス自立支援事業である。 

ホームレス総合相談推進事業は自治体の職員が公園等を巡回し日常生活に関する相談を行う

ことを目的としている。具体的には、公共職業安定所やホームレス自立支援センター、緊急一時

宿泊施設の利用の促進、さらに福祉事務所や保健所、医療機関と連携し、健康相談等を行う。そ

の他には親族との交流促進の援助、生活保護などの公的給付の手続きの指導、自立支援センター

を退所した者へのアフターフォロー等を行っている60。 

次に、ホームレス総合相談推進事業で就労を希望したホームレスは、ホームレス緊急一時宿泊

事業によって提供された施設に入所する。ここでは健康状態の悪化を防止することによる自立支

援が目的とされている61。東京都ではアセスメントの場としての位置づけで、その内部は、シェ

ルター内での数人から数十人の相部屋、二段ベッド（間仕切りとカーテン）という住環境の厳し

い状態で、そのためか自主・無断・強制退所が約 2 割と多い62。東京都の例では 1 か月程度の入

所期間の間に、健康相談や職業相談等が行われ、就労意欲があり、心身の状態が就労に支障ない

と判断された場合に自立支援センターへの入所が認められる63。 

最終段階としてのホームレス自立支援事業の提供するホームレス自立支援センターは、ホーム

レスが地域社会の中で自立した生活を営むことができるように宿所や食事の提供、健康診断、生

活相談・指導、職業相談等を行い、就労による自立の支援を目的としている。具体的な内容は利

用者ごとに応じた自立支援プログラムの策定やそれに基づく就労支援、宿所・食事・入浴・下着

                                                           
58 厚生労働省（2003）『第 7 回社会保障審議会 福祉部会次第』. 
59 鈴木（2008b）p.205. 
60 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
61 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
62 日本弁護士連合会（2007）p.57. 
63 鈴木（2008a）pp.190-191. 
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類の提供、自立阻害要因の除去、住宅確保の援助、福祉事務所との連携が行われている64。 

ホームレス自立支援事業に対応するものとして、4 つの事業から構成されたホームレス就業支

援対策がある。まず 1 つ目がハローワークによる求人開拓・職業相談である。これはホームレス

の多い地域のハローワークに「職業開拓推進員」を配置し求人情報の収集を行い、さらにハロー

ワークからは自立支援センターやシェルターに「職業相談員」を派遣し職業相談・紹介を行う事

業である。この事業の 2005 年度常用就職率は 66.5％ととても高いものとなっている。 

2 つ目がホームレス等試行雇用事業（トライアル雇用事業）である。これは生活保護受給者等

就労支援事業活用プログラム内のトライアル雇用と同様に、最長 3 か月の雇用期間の間に適性を

見極め常用雇用への移行を図るもので、事業主にはハローワークから「試行雇用奨励金」として

1 人当たり月 5 万円が支給される。 

3 つ目は日雇労働者等技能講習事業である。これはフォークリフト、ホームヘルパー等の 6 か

月の技能講習を実施しており、就職に必要な技能や資格を取得することができる。国がホームレ

ス支援団体に委託して行っており、自立支援センターに入所しているホームレスは講習実施団体

に申し込み、それをハローワークが認定するとこの事業を利用できる。 

4 つ目がホームレス就業支援事業である。ホームレスが多数存在する東京・大阪・愛知・神奈

川で実施されている事業で企業に対するホームレス雇用に関するアンケート調査や臨時的な求

人の開拓、就職活動の面接・マナー・履歴書の作成方法等の指導を行っている。その他には 1

か月以内の期間での職場体験講習が行われており、事業主に対しては「職場体験講習実施奨励金」

として 1 人に対して 1 日当たり 5000～18000 円が、受講者に対しては「職場体験講習受講奨励金」

として 1 日当たり 3000 円が支給される65。 

 

5.2 就労による退所の難しさ 
 

このように生活保護受給者やホームレスに対する就労支援は手厚く行われているようにみえ

るが、就職支援事業には多くの問題がある。 

まず自立支援センターの入所期間が短く、住環境が非常に悪いことである。自立支援センター

も入所期間は 2 か月となっていて、その間にアパートを自分で借りられるだけの資金を貯めなけ

ればならない。資金が集まらない場合はもう 2 か月間の延長ができるが、その場合は福祉事務所

への申請が必要であり、仕事が決まっていること、口座を作成して通帳とカードを寮に預けるこ

とが条件となっている66。 

2 か月の間で資金を貯めることはとても難しく、2003 年度から 2005 年度の自立支援センター

の退所者総数は 1 万 6415 人で、そのうち就労による退所は 23.8％と高い数字とはいえない67。

日本弁護士連合会の調査では就労退所をした人の職種は警備、建築・土木などの日給月給、勤務

                                                           
64 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
65 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
66 鈴木（2008a）p. 191. 
67 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
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日数が安定しないなどの不安定な職種が 5 割以上を占め、3 分の 1 以上が寮・飯場などの住み込

み就職であった。 

自立支援センターの規模は 50～100 人くらいで、居室は二段ベッドで一部屋 8 人～12 人など

の相部屋で夜勤者も含めさまざまな生活スタイルの人が同室に混在するために、シェルターと同

様に住環境は良くない68。期限到来・無断退所・規則違反等による退所は 36.3％と高い数字を示

しているため、プライバシーが守られない大部屋で、人間関係がうまくいかず、住み続けられな

くなった人が多くいると考えられる。 

 

5.3 生活保護制度に利用される無料低額宿泊所 
 

退所理由で最も多いのが福祉等の処置による退所である。シェルターでは 41.8%、自立支援セ

ンターでは 39.9％となっている69。生活保護の適用となったホームレスで日常生活管理能力や金

銭管理能力等からみて直ちに居宅生活を送ることが困難な者については、保護施設や無料低額宿

泊事業を行う施設において保護を行うこととされている70。 

無料低額宿泊事業とは社会福祉法第 2 条第 3 項第 8 号に「生計困難者のために、無料又は低額

な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定されている

無料低額宿泊所のことである。無料低額宿泊所で保護が行われるため、多くの保護受給者が利用

しており、2003 年に東京が行った「宿泊所実態調査」によれば、利用者のうち約 8 割が生活保

護を受給していた71。 

NPO や社会福祉法人、財団法人が主に設置しているが、ここも自立支援センター同様に住環

境が悪かったため、2003 年に厚生労働省が「無料低額宿泊所の設備､運営等に関する指針」とし

てガイドラインを通知した。内容は原則として個室でプライバシーが守られるようにすること、

入浴は週 3 回以上など衛生管理に努めること等が基準とされている。費用は近隣の住宅に比べて

低額か無料でその他に食事・日用品が提供される場合は、光熱水費とともにその費用が徴収され

る。 

しかし 2005 年の集計では、個室でない施設は、全国で 166 か所あり、生活保護受給者から色々

の名目で諸経費を取り、受給者の手元に残る保護費が 3000 円のところもある72。 

この無料低額宿泊所や生活保護施設が生活保護の水際作戦に利用されている。日本弁護士連合

会の調べでは、このような施設に入所しなければ保護が適用されないかのような運用を行ってい

たり、自立支援施策の選択は、本来は保護の権利など正しい情報を提供した上で当事者の自己決

定を尊重すべきであるにもかかわらず、形式的に自立支援センター等への入所を優先させる運用

が行われているのが各地でみられたとしている73。 
                                                           
68 日本弁護士連合会（2007）p.57. 
69 厚生労働省（2006）『ホームレスの実態に関する全国調査検討会（第１回）』. 
70 厚生労働省（2003）『第７回社会保障審議会福祉部会』. 
71 鈴木（2008b）p.215. 
72 日本弁護士連合会（2007）p.58. 
73 日本弁護士連合会（2007）p.59. 
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生活保護法では生活扶助は被保護者の居宅において行うものとしている。保護受給者がアパー

トを借りる場合には敷金も支給され、居宅保護が難しい場合にのみ生活保護施設や自立支援セン

ター等に入所させることができることとなっている。さらに被保護者の意に反して、入所を強制

することができるものと解釈してはならないとまで明記されている。 

 

5.4 ホームレスへの真の就労支援とは 
 

ホームレス自立支援事業等では就労による退所が目的とされるにもかかわらず、福祉による退

所が最も大きな割合を占めている。福祉による退所が行われた場合でも、福祉事務所での違法な

運用により被保護者の要望や事情に合った保護が行われていない。このような現状はすぐに改善

すべきである。 

自立支援センターの就労による退所が 23.8％と低く、就労による退所が難しい状況にあるのは、

住環境の悪さから自主退所・無断退所を選ぶ者が多いことと、入所期間の短さから就労に至らず

期限到来で退所する者が多いことが理由にある。就労に慣れない者が入所期間 2 か月の間に技能

講習を受け、アパートを借りる資金を貯めることは困難であり、なんとか就労退所したとしても

職種が不安定なため、再びホームレスになりやすい。 

このことから自立支援センターの入所期間を 2 か月ではなく長期間入所が可能なようにすべ

きである。技能講習を受け、資格を取得した上で、建築・土木といった不安定な住み込みの雇用

ではなく安定した雇用を探し、そして部屋を借りる資金を貯めることができるだけの入所期間を

確保しなければ本当の就労支援とはいえない。そして自立支援センターへの入所を妨げている住

環境を改善し、長期間入所していても苦痛を感じないようにしなければならない。 

就労退所した後のアフターフォローも大切である。自立支援センター等の就労退所者の就業継

続率は一般的に低いが、それは退所後、職場の人間関係、些細なトラブルや失敗、体調悪化とい

った小さな障害を乗り越えられなかったことが原因であることが多い74。このような経済自立分

野の支援だけでなく、退所者が日常生活や社会生活に馴染むことができるようアフターフォロー

をする機関の存在が大切になってくる。 

生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書では就労自立支援だけなく、日常生活自立支

援と社会生活自立支援が重要であるとされている75。自立支援プログラムでは日常生活自立分野

と社会生活自立分野について、日常生活意欲向上プログラムや社会参加活動プログラムなど合わ

せて 10 のプログラム例が示されている。生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム以外の

プログラムは地域の自主性・独自性を生かして地方独自の個別支援プログラムを実施しなければ

ならない。 

個別支援プログラムの全国における策定状況は 2007 年 3 月時点で 95.8％であった。全国の自

治体のプログラム数は 2005 年 12 月では 585 プログラムであったが、2007 年 3 月では 2119 プロ

                                                           
74 鈴木（2008a）p.192. 
75 厚生労働省（2004）『生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書について』. 
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グラムに大幅に増えている。しかし自立支援プログラムに力を入れている自治体とそうでない自

治体では大きな差があり、1 つの福祉事務所で 10 以上のプログラムを策定している自治体もあ

れば、未策定の福祉事務所もある。 

2119 プログラムの中で日常生活自立分野のプログラムは 49.4％と最も多く策定されているが、

社会生活自立分野ではわずか 10％しか策定されていない76。このようなことが起こるのは、生活

保護受給者等就労支援事業活用プログラムと同様に、福祉事務所での日常業務量の増大や財政状

況の悪化でプログラムの策定そのものを困難と感じていたり、福祉事務所職員の経験年数や専門

性の低さの問題、専門機関との連携をとるための社会資源が不足している、プログラム策定の具

体的なイメージが描けていない、という理由がある77。 

しかし就労退所者にとって日常生活自立分野と社会生活自立分野での支援は、就業を続け再び

ホームレスにならないようにするための有効な手段であるといえる。この分野でのプログラムを

策定し効果的な運用をするため、日常・社会生活の相談ができるよう専門職員を配置し、新たな

生活に馴染めるようにすることが重要である。 

 

 

6. 生活保護制度の誤った運用法 
 

6.1 申請原則なのに申請できない制度 
 

生活保護法第 7 条では申請保護の原則が明記されている。これは、申請に基づく保護を原則と

し、保護の利用を希望する者は誰でも、保護を申請する権利を有することを規定している78。保

護請求権は国民の側の権利であり、国家の側の義務であるので79、保護の申請を求める人が面接

相談の段階でとどめられたり、追い返されたりすることは違法行為となる。面接相談者は、申請

意思が明らかであっても、申請を受理するか否かの権限を持っているかのごとく取扱っている傾

向がある80。面接相談者は要保護者が急迫した状況にある場合は、保護の申請がなくても必要な

保護を行うことができる権限があるにもかかわらず、申請に訪れた人に申請書を出すことさえし

ていない者もいる。 

日本弁護士連合会が 2006 年に行った電話相談「全国一斉生活保護 110 番」の結果では、生活

保護を利用していない人で福祉事務所に行ったことがある人のほとんどが申請すらできず、6 割

以上の人が違法の疑いのある対応を受けていた81。これは申請権の侵害であり、面接担当者の誤

った指示や指導を改善しなければならない。 

生活保護法第 25 条の職権による保護の開始及び変更には、要保護者が急迫した状況にあると

                                                           
76 総務省（2008）「生活保護に関する行政評価・監視結果報告書」『公表資料』. 
77 丹波（2007）pp.160-161. 
78 日本弁護士連合会（2007）p.112. 
79 中川（1991）p.42. 
80 中川（1991）p.43. 
81 日本弁護士連合会（2007）p.62. 
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きは、すみやかに保護を開始しなければならないとあり、もし明日の生活にも困るような急を要

する場合や申請者が今すぐにでも保護を必要としている場合であれば、保護を受けられるように

なっている。申請保護の原則があるために、どのような理由があろうとも申請をさせないという

運用は違法である。 

本来ならば、福祉事務所に相談に来た人には速やかに申請書を交付し、受理しなければならな

い。しかし福祉事務所へ申請者が生活保護の面接相談に行くと、福祉事務所が保護の補足性の原

理を理由に、相談の段階でとどめて申請を受け付けないことがある。これは水際作戦と呼ばれて

いる。この水際作戦が生活保護を利用しにくい状況を作り出す最大の原因である。 

保護の補足性とは生活保護の原理の部分で述べた通りであるが、何にも頼るものがない、ほぼ

無一文状態にならなければ保護の適用ができないという解釈をされている。具体的な例の 1 つは

資産の活用である。処分価値のないもので、生活していくために必要なもの以外はすべて処分し、

生活費に充てなければならない。大きな理由がない限り自動車の保有も難しく、リバースモーゲ

ージの導入により家の保有も認められなくなっている。これらを処分してから相談に来るように

という指導を福祉事務所側から受け、申請すらできないことが多い。 

福祉事務所は申請者がどのような資産を持っていようとも申請を受理しなければならない。な

ぜなら申請者が保護の適用になるかどうかは、福祉事務所側が資力調査によって判断すべきこと

だからである。違法性の高いのもとしては働く能力の活用を理由にしているものがある。母子・

その他世帯に行われやすいもので、働けるなら保護は受けられないといった指示をするものであ

る。 

これはたとえ働く能力があったとしても仕事がない、賃金が低い、不安定な雇用等の理由から

最低生活費より低い収入で生活をしなければならない人々、つまりワーキングプアの存在を無視

した指示となる。例えば最低生活費よりも所得が低い場合は差額の保護費を受け取ることができ

るからである。その他にもホームレスは保護が適用されない、親族がいる場合は適用にならない、

申請書が無い等のような事実とは全く異なる指示により申請を拒否している。 

このような水際作戦により生活保護受給者の減少を図る行為は直ちに是正しなければならな

い。生活保護申請をめぐって福祉事務所側と申請者の攻防が行われるということ自体がおかしい

ことだからである。 

 

6.2 無資格者による窓口相談 
 

社会福祉主事とは社会福祉法第 18 条で福祉に関する事務所において援護又は育成の措置に関

する事務を行うことを職務とする者と規定されており、実際に業務についている者が名乗ること

ができる任用資格である。第 19 条では社会福祉主事は年齢が 20 歳以上で、人格が高潔で、思慮

が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、①大学や専門学校で社会福祉に関する厚生労働

大臣の指定する 34 科目のうち 3 科目以上履修し卒業した者、②養成機関又は講習会の課程を修

了した者、③社会福祉士、④社会福祉事業従事者試験に合格した者、⑤これらと同等以上の能力
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を有する者のいずれかに該当する者を任用しなければならないとしている。34 科目の中には福

祉に特に関連しているものだけでなく、経済学や心理学といったものも含まれている。34 科目

中 3 科目の履修でよく、講習を受けるだけでも簡単に資格が取得できる。 

社会福祉士とは社会福祉士及び介護福祉法で「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは

精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に

関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」と定められた名称独占の

国家資格である82。 

社会福祉主事や社会福祉士の資格を持っていることは、被保護者と関わっていくために非常に

大切なことである。生活保護の相談に来る人は生活上の複雑な問題を抱えているため、相談や面

接をする際は正しい助言や指導を行えるよう、専門知識を持った者が業務に当たらなければなら

ない。 

福祉事務所では面接相談員やケースワーカー等の現業員、現業員を指揮監督する査察指導員は

この資格を持っていなければならないが、数多くの無資格者の職員がいる。日本弁護士連合会が

2006 年に行った訪問調査では、北九州市では職員の約 3 分の 1 が、高松市では約 2 分の 1 が無

資格者であった83。福祉に従事する者が福祉に関する講習すら受けたことがないのは違法であり、

間違った指示や指導に繋がる原因になるため、すぐに改善すべきである。 

香川県高松市では福祉事務所の窓口に警察官と元刑務官が面接相談係として配置されている。

高松市では 2000年に発覚した不正受給をきっかけに 2001年 4月から警察との連携を強化してい

た。面接相談係は 5 人で行われており、そのうち数名が警察官、元刑務官で構成されている。警

察官は県警をいったん退職して市が職員として採用し、2 年後に警察に復職する84。 

高松市は警察官、元刑務官の配置について、粗暴な相談者や不正受給者に対し、福祉事務所全

体として毅然とした対応が可能になると説明している85。しかし日本弁護士連合会の 2006 年の

訪問調査で、不正受給の内容については就労収入不申告、就労収入過少申告、年金収入不申告、

年金収入未申告がほとんどであり、さらに高松市は「これまでに職員が暴力や威圧的言動を受け

たことにより不正な決定がなされた実例はない。」との説明をしており、暴力団に対する毅然と

した対応の必要性があまりみられない。 

社会福祉事務所の面接相談員は社会福祉主事の資格を有していなければならないが、警察官、

元刑務官はこの資格を持たずに面接業務を行っていた。2006 年の訪問調査時点でも元刑務官は

面接業務を行っており、これは社会福祉法に違反している。 

暴力団からの威圧行為に対して毅然とした態度をとるためとされているが、面接相談係が福祉

事務所に来た相談者に対して威圧的な態度をとるため、福祉事務所を利用しにくくなり、相談者

が申請できず保護が必要な人を排除する結果となっている。 

 

                                                           
82 日本社会福祉会『社団法人 日本社会福祉会』. 
83 日本弁護士連合会（2007）pp.130,135. 
84 平舘（2004）p.55. 
85 日本弁護士連合会（2007）p.139. 
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6.3 最も重要な項目の欠けた監査 
 

生活保護法第 23 条には事務監査が規定されている。監査は厚生労働省と地方自治体によって

実施され、社会福祉や生活保護に関係のある事務に従事している者で、指定された生活保護指導

員が行う。監査の目的は生活保護行政がより適性かつ効率的に運営できるよう指導・援助するも

のとされている。監査は一般監査と特別監査があり、一般監査は年 1 回、特別監査は必要に応じ

て行われる86。しかし生活保護の申請の監査状況をみると、あまり機能していない自治体がある。 

この生活保護の監査制度では、不正受給に対する監査は行われているが、生活保護を必要とす

る要保護者の申請を受理しているかといった水際作戦に関する監査が行われていない。 

それは 2000 年にされた厚生労働省の「生活保護法施行事務監査の実施について」という通知

に問題がある。この通知には事務の処理基準として「生活保護法施行事務監査実施要綱」が添付

されており、ここには監査の目的・意義・実施方式が定められている。実施要綱の中で、監査は、

別紙「生活保護法施行事務監査事項」に基づいて関係書類を閲覧し関係者からの聴取により行い、

効果的な指導監査の実施に努めることとある87。この監査事項には監査の主眼事項と着眼点が書

かれており、地方自治体は基本的には監査事項に従った監査が実施されている88。 

しかしこの監査事項には、申請をきちんと受理しているかどうかの監査事項が明確に書かれて

いないために、地方自治体の監査実施計画にも反映されず、結果として水際作戦等に対する監査

が働いていない。日本弁護士連合会は、監査の意義は「生活保護法の目的である最低生活の保障

と自立助長を実現する見地から実施されるべき」で、「生活保護が貧困者の生存に関わることを

自覚し」、「漏給防止の実現に最善の注意を払うものでなければならない」としている89。 

日本弁護士連合会が受けることができた資料（2006 年 8 月 12 日）によると、例えば横須賀市

では相談延件数に占める申請ケース数がわずか 8.3％、銚子市では 5.3％などと極端に低いにもか

かわらず監査によって分析がされていない90。監査員は申請拒否が正当な理由で行われているの

かどうかをチェックし、「漏給防止の実現に最善の注意を払うもの」としての役割を果たさなけ

ればならない。 

厚生労働省は事務監査事項の主眼事項と着眼点を見直し、監査の徹底がされていない欠落した

部分を補った通知をする必要がある。地方自治体は監査実施計画を作成する際には事務監査事項

をそのまま活用したものにするのではなく、事務監査事項に書かれていなかったとしても監査が

必要と判断した部分には地方自治体独自の項目を作成すべきである。 

 

 

                                                           
86 生活保護手帳編集委員会（2006）pp.568-570. 
87 生活保護手帳編集委員会（2006）pp.568-570. 
88 日本弁護士連合会（2007）p.142. 
89 日本弁護士連合会（2007）p.140. 
90 日本弁護士連合会（2007）pp.143-144. 
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6.4 複雑で膨大な仕事量とケースワーカーの不足 
 

ケースワーカーとは福祉事務所で現業を行う職員の通称である91。ケースワーカーの仕事は福

祉事務所の窓口で新たな申請者の相談を受ける、資力調査、保護費の計算、訪問調査等である。 

ケースワーカーが担当する１人当たりの保護世帯数は、社会福祉法第 16 条で、都道府県の設

置する福祉事務所では 65 世帯以下、市町村の設置する福祉事務所では 80 世帯以下と定められて

いる。しかし現状は、生活保護受給者が増えているためケースワーカーが不足し、この定員をオ

ーバーしている福祉事務所がある。2004 年度の全国のケースワーカー数は 1 万 1944 人であった

が標準数に比べ 1198 人が不足し、福祉事務所単位では 1225 の福祉事務所のうち 281 の事務所で

不足していた92。 

ケースワーカーが不足することで起こる問題の 1 つが、ケースワーカーの訪問調査の回数が減

ってしまうことである。訪問調査とは担当している被保護者の居宅をケースワーカーが訪問する

ことであるが、この目的は要保護者の生活状況等を把握し、処遇に反映させることや、これに基

づく自立を助長するための指導を行うこととされ、家庭訪問は少なくとも年 2 回以上、入院入所

者訪問は年 1 回以上と定められている93。 

訪問調査は自立助長の指導だけでなく、受給者との信頼関係の構築、不正受給の発見等に役立

つ大切な仕事である。ケースワーカーの不足のために１人当たりの担当世帯数が 100 世帯を超え

ることで、ケースワーカーの訪問回数は減り、受給者宅への滞在時間も短くなった。結果として

受給者との信頼関係が築きにくくなり、不正受給が見抜けない、受給者の死亡等の問題が起こり

やすくなる。 

次にケースワーカーの不足や受給者の増加により仕事量が大幅に増えてしまう問題がある。こ

れは水際作戦という行動に繋がる問題である。ケースワーカーは訪問調査以外にもたくさんの仕

事を抱えている。福祉事務所へ相談に来た人の対応、調査、保護費の計算、さらに自分が担当し

ている受給者に何かあった場合は駆けつけなければならないこともある。これをすべてこなすの

は困難であるし経験も必要となるが、ケースワーカーの仕事は仕事量の多さや複雑さから非常に

不人気で、配属されても数年で異動したり、何も知らない新入社員が担当に就かされたりという、

ベテランがいない、育たない状況にある。 

2006 年度の全現業員に対する現業員経験年数 1 年未満の現業員の構成比は 24.5％と 5 人に 1

人が経験年数 1 年未満という高い数字であった。ケースワーカーの人員も不足し、ベテランのケ

ースワーカーがいない状況は危機的である。 

ケースワーカーの仕事は非常に複雑で、個人で問題を抱えやすく個人で悩みやすい、対応が難

しく仕事に対する達成感が得られない、現業員業務の仕事範囲が不明確で被保護者等に関する雑

                                                           
91 大山「ケースワーカーという仕事」. 
92 厚生労働省（2005）「生活保護制度運営における地域間の較差の状況」『第 2 回生活保護費及び児童扶養

手当に関する関係者協議会』. 
93 生活保護手帳編集委員会（2006）p.290. 
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多な相談が持ち込まれるといった問題点が指摘されている94。 

「生活保護担当職員の資質向上に関する提言」では現業員の資質を向上させ専門性を高めるた

めの研修や職務に対する魅力づくりといったことが検討されたが、ケースワーカーの不足に対す

る検討は特にされていない。ケースワーカーの人員を増やして一人ひとりの仕事量を減らし、適

正な仕事量にすることが水際作戦を無くすためやケースワーカーの資質向上に繋がるといえる。

生活保護が本当のセーフティネットとして機能するための 1 つの解決策として、最前線で働くケ

ースワーカーの労働環境が改善されなければならない。 

 

 

おわりに 
 

生活保護制度は健康で文化的な最低限度の生活、すなわち生存権を保障するものでなければな

らない。しかし老齢加算・母子加算の廃止でみられるように、最低限度の生活を保障するどころ

か切り下げが行われている。保護を受けていない世帯の水準と比較し最低生活費の切り下げを行

うことは、日本の最低ラインを引き下げ、貧困を深刻化する。生活保護の問題は生活保護を受け

る人やそれに関わる人の問題だけではなく、他の福祉の水準、最低賃金の水準というような国民

全体に関わる問題だからである。つまり生活保護制度は他の制度と比較されて改められるもので

あってはならないものであるといえるだろう。 

生活保護制度の最も大きな問題点はその運用方法にある。なぜなら生活保護制度は正しく運用

されれば、生存権を保障する最後のセーフティネットとして、その役割を十分に発揮することが

できるからである。正しく運用されない原因で目立つのが福祉事務所での違法行為である。生活

保護制度へのアクセスの末端であるはずの福祉事務所側の違法な運用が生活保護制度を捻じ曲

げている。厚生労働省からの通知、改善に繋がらない監査、ケースワーカーの仕事量という様々

な問題が累積している。そのひとつひとつを解決し生活保護制度自体を正さなければ適正な運用

は実現できない。 

被保護者の中で就労できる者、就労することを希望する者に対して行われる就労支援の運用方

法にも大きな疑問がある。ホームレス・母子世帯・生活保護受給者の中で就労を希望する者がい

る限り支援することは大切であるが、その場しのぎの不安定な雇用が目立ち、結果的に自立した

就労支援にはなっていない。ホームレス・生活保護受給者は複雑な家庭の事情等を抱えている人

が多いために、日常生活・社会生活に適応していくことが難しいとされている。現状を認識して

いない就労支援では支援を受ける側と支援する側どちらにとっても有益であるとはいえない。 

生活保護制度やそれに関わる就労支援制度は正しく運用されるだけで現在の状況から大きく

変わることができる。正しく運用されたとき、そこで初めて、制度本来の姿をみることができる

のである。 

                                                           
94 厚生労働省（2005）「生活保護制度運営における地域間の較差の状況」『第 2 回生活保護費及び児童扶養

手当に関する関係者協議会』. 
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