
（ 2009. 3. 24）■｢格差 貧困社会における自治体の役割｣第 6回研究会・

生活保護は

最後のセーフティネットとして

機能しているか?

正 木 敦 士

生活保護のケースワーカーの仕事を始めて 7

年になります。ところで、生活保護は最後のセ

ーフティネット、あるいは、雇用、社会保険に

次ぐ 3番めのセーフティネットと言われますが、

本当に困っている方の生活を支える安全網とし

て機能しているのかどうかというと、疑問です。

決して十分ではないと思うからです。今日は、

現状はどうなっていて、どんな課題があるのか

について、お話します。

連合の提案 ― ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄの再構築

年末から年始にかけて、東京の日比谷公園で

「年越し派遣村」が開設されました。テレビで

見たり、ボランティアとして手伝った方や、東

京の福祉事務所で生活保護を担当している友人

から聞いた話です。村には予想を超える 500 人

ほどが集まったそうです。ボランティアは、延

べで 1600 人くらい。カンパが 4400 万円ほど集

まったので、基金を作るそうです。

そのうち 200人を越える方が、生活保護を申

請されました。千代田区の福祉事務所には、生

活保護担当の職員が 4、5 人しかいないのです

が、非常に短期間で保護の開始を決定したそう

です。住まいがない方が多いので、家を借りる

ための敷金や家具什器、フトン代などたくさん

のお金を、いっぺんに支出したと聞いています。

さらに、申請を千代田区の福祉事務所でした後、

見つけた住まいが別の場所だった場合は、地元

の福祉事務所に引き継ぐことになるため、大変

だったそうです。

これに先立ち、連合では、3 層構造による社

会的セーフティネットの再構築を提案していま

す。第 1層のネットは、パート・派遣労働者な

ど非正規労働者への社会保険・労働保険の完全

適用と給付の改善です。第 2層は、雇用保険と

生活保護制度との中間に、長期失業者や日雇い

派遣など低賃金の非正規労働者、母子世帯の母

親への職業訓練など、就労・自立支援と連携し

た新たな「就労・生活支援給付」制度を創設し

た経済的支援。第 3層は、住宅保障や住宅手当

の新設（住宅扶助、医療費扶助の社会手当化・

単給化等）を含め、生活保護制度が福祉の「最

後の砦」として十分機能を発揮できるよう、

「生活保障制度」として抜本的改革を行うセー

フティネットです。このうち 2層目の「就労・

生活支援給付」は、2009 年度の補正予算で、

職業訓練を受けながら月額 10 万円の生活費を

支給する制度として実現しそうです。

今回は、返済を求めない支給制度として、廃

業した自営業者も含めて雇用保険に加入してい

ない人も対象となりそうです。なぜこういった

話をするかというと、雇用保険に入っていない

ため、すぐに生活保護を必要とする方が、増え

ているからです。

敷居が高い？ 福祉事務所
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労働団体には、さばききれないほどの、相談

の電話がかかっているそうですが、福祉事務所

は「敷居が高い」と感じている方が多いようで

す。

「持ち家があったら、生活保護を申請できな

い」と思っている方がいますが、決してそんな

ことはありません。住宅ローンを抱えている場

合は認められないケースもありますが、持ち家

だからといって申請できないわけではないので

す 「住民登録をしていないと生活保護が受け。

られない」という誤解もあります。ヤミ金に追

われている方、夫の暴力から逃げている女性も

たくさんいます。あくまでも現住所で申請を受

けます。また 「年金が受給できる 65歳以上で、

ないと、生活保護は受けられない」という誤解

もあります。65 歳以下の年齢では働けるから

と考えるようですが、決してそうではありませ

ん。

体をこわして働けない方は、差し迫った生活

であるため、どんどん申請を受けています。親

戚がたくさんいるなら援助してもらえるはずだ、

と追い返すというようなことは、京都市ではあ

りません。決して敷居が高いわけではないので

すが、まだまだ相談しにくいと思われているよ

うです。ただし、現役の暴力団員の方や、年金

を担保にお金を繰り返し借りている方は、お断

りしていますが。

ところで、何らかの事情で急にお金が必要と

いうときに、京都市がすぐにお金を貸してくれ

るかというと、そうではありません。福祉事務

所では、夏と冬に貸付事業をしています。去年

は原油の値段がかなり上がったので、秋にも貸

し付けをしましたが、1 人当たり 3 万円ほどで

しかありません。社会福祉協議会でも貸付制度

があるし、母子家庭についても貸付制度があり

ますが、いずれも審査に時間がかかります。そ

ういう意味では、大阪市が全戸配布している

「くらしの便利帳」は利用しやすくできていま

す。困った時には、その内容に応じて相談でき

る行政の窓口や、 を紹介しています。京NPO

都市でも、烏丸御池に市民相談センターが、区

役所では水曜日に弁護士に来ていただいて、各

種の法律相談を受けています。行政マンからみ

ると、いろいろなチャンネルで相談できると思

うのですが、福祉事務所は相談しにくいと思わ

れていて、とても残念です。

生活保護の現状

生活保護の受給者は、全国的に、11 カ月連

続で増えています。昨年 11 月現在で 12.5 ‰

（1000 人のうち 12.5 人の方が生活保護を受給

している 。最も少なかった 1995 年では 7‰で）

したから、かなり伸びていると言えます。では、

どういった方が生活保護を受けているかという

。と、高齢者の占める割合が 45.7 ％で最も多い

増加が大きいのは「その他世帯」で、特に 65

歳未満の単身の方が増えています。

厚生労働省の資料によると、2008 年度の保

護費の総額は 2 兆 6225 億円。そのうち国庫負

担金は 4 分の 3 の 1 兆 9669 億円です。国の予

算全体 83 兆 700 億円から見て、それほど多い

わけではありません。しかし、大阪市の 2009

年度予算では、一般会計の 15 ％です。京都市

でも、1割を超えています。保護率は、1995 年

度は京都市がトップでしたが、1998 年度に大

阪市に抜かれ、2006 年度は、トップが大阪市

で 41.8 ‰、2 位が札幌市 27.4 ‰、京都市は 3

位で 26.2 ‰です。

この保護率は、都道府県市区町村によってか

なり違っています。例えば、私が勤める伏見福

祉事務所の 2006 年度の保護率は、32.3 ‰。一

方、私が暮らす大阪市の下町、福島区は 10.1

‰です。これをどう評価するかについて、一昨

年、厚生労働省と地方 6団体との間で喧々諤々

の議論がありました。厚生労働省は、福祉事務

所の姿勢が甘いからだと主張し、地方 6団体は、

持ち家の割合や雇用情勢、離婚率など社会的背
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景の方が、生活保護の割合に与える影響が大き

いと反論しました。

生活保護の課題

漏給、生活保護費より少ない基礎年金

基礎年金月額と生活保護の生活扶助基準額を

比べてみると、基礎年金月額は 6 万 6008 円。

夫婦では 13 万 2016 円で、ここ数年、据え置か

れています。ところが、65 歳で単身の方の生

活扶助基準額は、級地により 6 万 1640 円～ 7

万 9530 円（介護保険料を除く）で、基礎年金

より高くなっています。これに家賃にあたる住

宅扶助が上乗せされますから、1 級地の京都市

では 10 万円以上になります。国は、公的年金

と生活保護の制度は異なるから、金額だけで単

純に比較すべきではないとしています。実際に

は、単身のお年寄りで、基礎年金の満額である

6 万 6008 円を受けている方は少ない。では、

年金を満額受けていない方、あるいは突然クビ

になった派遣労働者など、収入の絶対額が少な

い方すべてが生活保護を受給しているのかとい

えば、そうではありません。つまり、保護基準

以下の生活をしている方がたくさん、生活保護

というセーフティネットから漏れているという

ことが指摘されています。

国では、消費が少ない方と生活保護を受給し

ている方との比較分析・統計調査を、1965 年

にやめています。そのため、日本において貧困

が存在するかどうかは明言できないというのが、

国の公式見解です。あれだけ「年越し派遣村」

が話題になり、夜、終電後に冷たい路上で寝て

いる方がたくさんいるにもかかわらず、貧困の

有無について明言できないと言うのです。研究

者が、いろいろな統計を使って分析されていま

すが、だいたい生活保護が必要な方の 10 ％～

。20％しか、実際には生活保護を受けていない

つまり、少なくとも 600 万人が、生活保護基準

以下の所得水準しかないにもかかわらず、受給

していないということです。これを「漏給」と

言います。厚生労働省もわかっているのか、近

年、監査の時に、生活保護を必要とする方に申

請させないとか、無理やり辞退届を書かせると

かいうことはやめるようにと、各福祉事務所に

対して厳しく言ってきています。

濫急、不正受給

一方で、本来、受給要件を満たさない方が受

給している「濫給」や、収入を隠す不正受給と

いう問題があります。これらは、2007 年度で

1 万 6000 件、金額にして 91.8 億円とかなりの

額にのぼっています。

働いている方、例えば母子家庭のお母さんが

パートで働いたら、給与の明細書の写しを添え

て毎月福祉事務所に申告してもらい、給与の 8

割ほどを収入と認定して、生活保護費から差し

引いています。年金や、児童手当・児童扶養手

当は、100 ％差し引かれます。働いて得た収入

に関しては、将来、生活保護なしでも頑張って

もらえるような道をつくるため、2 割程度の控

除をしています。現在、もっと割合を増やした

方がいいのではないかという、議論がされてい

るところです。

しかし、収入をきちんと申告しない方もいま

す。そういう方は、住民税の調査でわかります

ので、後から保護費を返してもらうことになり

ます。

ホームレスの自立支援

国は、2002 年に「ホームレスの自立の支援

等に関する特別措置法」を制定しました。10

年間の時限立法です。この法律に基づいて、自

治体は実施計画を策定しています。京都市でも、

2004 年に「ホームレス自立支援等実施計画」

をつくりました。この計画は 2008 年度末で終

わるため、見直しがされました。残り 5年間の

課題は、住む家を見つけ、健康な方には仕事に

就いてもらうことです。
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施設名称
ライフサポートセンター

「結」
ソーシャルホーム 京都市自立支援センター 京都市中央保護所

所在地 伏見区 南区 南区 下京区

運営主体 (福)聖フランシスコ会 京都市

根拠法
厚生労働省社会
・援護局長通知

生活保護法更生施設

京都市の
助成

人件費を定額助成 なし
運営費として
委託金を支給

―

要保護者（実態としてホームレ
スを対象）

社会適応能力等に課題が
あり、単身での居宅生活
が困驚な概ね60歳以上の
者（女性も可）

就労による自立意欲と能
力を有する概ね45歳以上
の稼働年齢層の者

就労による自立意欲と能
力を有する者（原則とし
て退所後は自立廃止が見
込めること）

身体上又は精神上の理由によ
り、養護及び生活指導を必要と
する者

入所期間

単身での居宅生活が可能
となるまでの期間
概ね3箇月で居宅生活の
可否を判断する

原則として3箇月
実情に応じてさらに箇月
を限度として延長可能

原則として3箇月
実情（就労自立が見込め
る）に応じてさらこ3箇
月を限度として延長可能

原則として1週間
実情に応じて延長可能（1箇月
限度）だが、事前に下京福祉事
務所に要相談

定員 10名 13名 30名 50名

事業内容

指導員による生活指導や
援助を実施し、独力での
居宅生活力を身につけさ
せる

求職活動の拠点となる宿
泊場所の提供を行うとと
もに、求人情報の提供
等、就労に関する支援を
実施する

求職活動の拠点となる宿
泊場所の提供を行うとと
もに、就労に関する相談
事業を中心とした社会生
活に向けての指導・援助
活動を実施する

生活扶助を行う
（実態としてのホームレスの一
時宿泊施設としての役割）

入所対象者

(財)ソーシヤルサービス協会ワークセンター

社会福祉法　無料低額宿泊施設

ホームレス等

表 1 ホームレス等入所施設別事業一覧（2006 年）

＊ 京都市地域福祉課がまとめた表から抜粋。

ホームレスの方に入所してもらう施設は、京

都市に 4つあります。そのうちライフサポート

センター「結」とソーシャルホーム、京都市自

立支援センターの 3つは、この法律ができた後

に整備された施設です。社会福祉法人や財団法

人に運営を委託して、ベテラン相談員が相談事

業を進めています。京都市中央保護所は、とり

あえず身を寄せてもらう施設です。老人ホーム

に行かれた方がいいのか、病院の近くに家を探

して通院してもらった方がいいのか、ソーシャ

ルホームや自立支援センターに移ってそこで仕

事を探してもらう方がいいのかを検討します。

東京の特別区では、福祉事務所を通さずに、

家賃補助を受けながら生活し、仕事も探せる、

地域生活移行事業がありますが、京都市では施

設保護が中心となっています。

京都市の施設は、表 1を見てもらうとわかる

通り、それぞれの定員がわずかですから、必要

な方に十分に対応できているかというと、残念

ですが不十分と言わざるを得ません。ただし 2

009 年度からは、相談員を増員していくための

予算措置が実現しました。

ホームレスの方が、福祉事務所に、どこか身

を寄せる所を紹介して欲しいと来られた場合は、

対応します。また、急に加減が悪くなって病院

に担ぎこまれた方は、病院から福祉事務所に電

話がかかってきますので、対応可能です。しか

し、これまで積極的にホームレスの方を支援し

ようという事業は十分ではありませんでした。

大阪市は、以前から、積極的にホームレスの方

を訪ねていく巡回相談事業をしています。京都

市でもそういった事業が計画の中にあがってい

ます。
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「自立支援」とは

ひとくちに「自立支援」と言っても 「自、

立」には 3 つの意味が含まれています。1 つめ

は、働くことによる「経済的な自立 。2 つめ」

は、朝、起きて、ごはんを食べて、お医者さん

に通って、薬をきちんと飲んでという「日常的

な生活面での自立 。3 つめは、近所や仕事の」

同僚など、社会生活を営むうえで必要な人間関

係をつくる「社会生活の自立」です。

まず「日常生活の自立」が、何よりも重要だ

と思うのですが、厚生労働省は「平成 17 年度

における自立支援プログラムの基本方針につい

て」のなかで、就労支援事業を「実施に向け早

急かつ優先的に取り組むこと」としています。

イギリスで成功したということもあるのかもし

れませんが 「福祉から就労へ」というスロー、

ガンで、就労支援のプログラムが実施されるよ

うになりました。

その背景には、財政危機もあります。生活保

護関連の予算がどんどん増加するため、ホーム

レスや母子家庭のお母さんに仕事に就いてもら

い、経済的に自立してもらおうということです。

ハローワークとの連携も進んでいます。京都

市は新年度、生活保護受給者の就労支援員を 3

人から 4人に増やします。以前の職場には、釜

ケ崎で就労を支援していた女性が来られて、と

ても心強い思いでした。私のような素人が、ハ

ローワークに付いてゆき、雇用情勢の厳しいな

か、すぐに仕事をみつけるのは、非常に難しい。

面接の受け方や履歴書の書き方、今までどんな

仕事をしたことがあるのか、どんな仕事をした

いのか、服装なども含め、手取り足取り支援し

てもらいました。

モデルとされる大阪市では 「被保護者自立、

喚起事業」として、精神保健福祉士や臨床心理

士などの専門家を全区に派遣し、自立への意欲

をまず喚起することから始めるなど、手厚い対

応をしています。しかし、現実に就労を支援で

きる被保護世帯は、全体の 2割くらいです。65

歳以上の高齢者や障害者、病気で働けない方、

幼い子どもがたくさんいる母子家庭のお母さん

など、就労できない人が、非常に多い。特に 5

0 歳代の男性の就労は、かなり難しいのが現実

です。いろいろな事情で仕事を辞め、酒を飲ん

でうさを晴らし、奥さんや子供に愛想をつかさ

れて離婚する。仕事はすぐに見つからず、飲み

屋のツケも払わなくてはならない。サラ金でお

金を借りると金利も高く、すぐに行き詰まって

しまいます。50 歳代の男性が自立したという

話は、なかなか聞きません。大阪市でも、生活

保護から脱却した人は、対象とした方の 1割ぐ

らいだそうです。

では、成果があがらないから止めればいいか

というと、そうは思いません。方法についての

工夫がまだ足りず、専門家の力を借りて、相手

がどんなことで困っているのかを的確に把握し、

力づけたり、制度の利用を勧めたりすることが

必要です。

貧困と社会的排除

貧困を考える場合、経済的な面だけでなく

「社会的排除」という問題もあります。公園で

寝起きしているホームレスに、中学生や高校生

が暴行するという事件が、各地で起きています。

暴行を加えた若者には、汚いから襲ったのだと

か、学校がおもしろくないからいじめたのだと

か、いろいろな理由があるようです。つまり、

襲った若者も、学校や家庭などの社会を、決し

て居心地が良いとは感じていないという問題で

す。

今の社会は、経済的には、一見、豊かになっ

てきたようにみえますが、路上や公園、橋の下、

駅で寝ている人もいれば、日比谷公園の「年越

し派遣村」に 500 人も集まる。あるいはそこに

辿り着けなかった方も、日本全国にはたくさん
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いるでしょう。さらに友達の家やネットカフェ、

個室ビデオ店といった所で寝泊まりせざるを得

ない人もいます。そういう人たちは、いろいろ

な事情で、家族や地域社会、職場から、断絶し

た状態に置かれています。

生活保護の受給者が、同じマンションに住ん

でいる場合、お互い仲良くしているのかという

と、必ずしもそうではありません。やりくりが

厳しいとお金の貸し借りが生じます。お金を貸

した人は返してもらいたいし、借りた方は返さ

なくてはいけないと思っても返せない。それが

もとで諍いが起こるのが現実です。東京オリン

ピックや大阪の万博のときに、仕事を求めて大

都会に出てきて、いろいろな職を転々としなが

ら生活してきた後、65 歳を超えてから生活保

護を受けざるを得なくなった方も増えつつあり

ます。

今の社会は、個々人がバラバラです。路上で

寝ている人を、学校がおもしろくない中高生が、

汚いからどつきまわすというような事件は無く

していかなければなりません 「年越し派遣。

村」には 4400 万円もカンパが集まり、炊き出

しのお米だけではなく、リンゴが 2トンも届い

て、食べきれなかったという話も聞きました。

本当に微力ですが、人びとが助けあえる社会

に、一歩でも近づけてゆきたいと思います。

（まさき あつし・京都市伏見福祉事務所保護課）

生活保護は、最後のセーフティネットとして機能しているか？ 6


