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２．生活保護行政等について

（１）生活保護制度の実態について

生活保護申請書提出から決定までの期間内の運用について、まずお聞きします。

①生活保護申請書が出されてから、決定が出るまでの期間について、生活保護法では

どのように定められているでしょうか？

②生活保護申請時に、手許現金がほとんどゼロとか、それに近い場合の対処はどのよ

うになっていますでしょうか。また、具合が悪い状態が続くとか、風邪などでも、お

年寄りなどは、肺炎などで重篤に陥る危険があるなどの際は、どのように対処されて

いるのでしょうか、お聞かせ下さい。

③生活保護法２４条、１４日間の法定期限を超える場合の福生市での扱いについて、

お聞かせください。

④さまざまな理由で、福生市内に住所を有さない生活保護受給者があるわけですが、

特にホームレスなど、宿泊施設に入所するケースについて、一日２食しか出ない、酒

は禁止、携帯電話はかけさせない。現金で２万円程度しか本人にわたらないというケ

ースを、耳にしたことがあります。生活保護費として、宿泊施設にどの程度の金額を

支払っているか。宿泊施設に入ると１万円から２万円程度しか、被利用者の手元に行

かないのはなぜか、酒は禁じているところがあるのは、やむを得ない宿舎運営上の都

合と理解するところですが、なぜ、このような事態となるのかお聞きいたします。

宿泊施設について、どのように適切に管理しているのか、適正な支払金額と認識し

ているか、お聞かせください。
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（１）生活保護制度の実態について ＜２回目＞

①生活保護法２４条には通知は書面で、決定の理由を１４日以内にしなければならな

い。訳ですが、きちんと守られているのでしょうか、これを過ぎて決定通知の郵便が

、 、 。届いたとか ３０日すぎても 決定通知が届いていないとの話を聞くことがあります

この点は、どのようにお考えか、また捉えているかお聞かせ下さい。

②宿泊施設において１日３食完全提供であり、相部屋でなければ、１万から２万円し

か手元に残らない可能性は否定しませんが、１日２食、昼食各自負担、相部屋となる

と疑問が残ります。どのような運用規定なのか、もう少し詳しくお聞かせください。

③宿泊施設の管理のお答えで、年２回以上、宿泊施設及び施設入所者を訪問とのお答

えですが、ケースワーカーが不足しているのではないでしょうか？

カウンター越しの対立を超えてという２０１０年１月発行の少し古い本の５８ペー

ジによれば、１人のケースワーカーにとって新規申請者開始業務というのは、ひと月

に２件から３件なら何とか通常の業務をこなしながら処理できますが、月５件とか６

件を受け持つということが起こっており、新規開始処理に追われてしまって、通常の

、 。 、業務に支障をきたすことになってしまっていると あります こうした内容も含めて

現状はどのような状況でしょうかお聞かせください。

（１）生活保護制度の実態について ＜３回目＞

①基本的に法定期限を順守しているということで、了解いたします。今後もぜひその

姿勢を維持されるようお願いいたします。

②宿泊施設については、貧困ビジネスとの話題もあることですので、被保護者の利益

を守る立場で、訪問回数を増やすなど、しっかり管理するよう要望致します。

③もう一つに「不正受給」が増えているという報道が目立ちますが 「課税調査」を、
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毎年７月に行い、翌月の８月には収入処理を行うということが、義務付けられた作業

としてあるそうです。

該当者に連絡、確認し、返還等の処理を行う事務処理は結構大変な作業だそうです

が、どのようでしょうか、お聞かせください。

④ケースワーカーが担当する標準的な保護世帯数は８０世帯と決められています。

福生市でも、すでにこの数値を超えてしまっていますが、他市に比べればまだよい

方と、考えておられるのではないでしょうか？。被生活保護者が置かれている現状、

家庭の状況は様々です。ただ数をこなせば良いというものではありません。

先ほど紹介した本の６０ページには、ケースワーカーのアンケート結果が紹介され

ています。ある例を紹介します 「日頃感じているが、生活保護制度は行き過ぎた社。

会保障制度となってしまっており、数多くのモラルハザードを含み、そして発生させ

ている。きれいごとでは何とでも言えるだろうが、現実は、この制度そのものが自立

意欲をなくさせ、人生を堕落の道に突き落としている感じは否めない」と述べていま

す。こういう業務を行っている職員がいるという問題です 「対象者の生活をどうと。

らえ 「貧困をどう認識し 「貧困を解決するため、どのような社会的な努力をしてい」 」

くのか」という基本的な方向性を考えるゆとりが今、現場から失われていること、自

己責任論が現場の仕事をゆがめてしまっていることが窺 えます。
うかが

生活保護ケースワーカーの仕事は、生活保護対象者に対する深い愛情と、その人が

抱える生活上の課題の科学的な分析とその軽減を図ることが必要です。

生活保護ケースワーカーがやり甲斐を持って働けるためにも、健康で働ける労働条

件を確保していただきたいと思いますが、この点、どのようにお考えか、お聞かせく

ださい。
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（１）生活保護制度の実態について ＜４回目＞

③課税調査は、ほぼ全被保護者が対象者と言うことかと思います。大変な作業である

ことが良くわかりました。

④こうした作業も含め、労働環境保持の検討が必要かと思います。特に基準に従えば

ケースワーカーは、もう一人増の１０名かと思います。是非増員の検討されるよう要

望して、次に移ります。

（２）マスコミ報道と生活保護制度の理解について

自民党・公明党の安倍政権は国民の血税を使って、飲み食い政治の悪弊を、これま

での財界や政界からさらに、マスコミのトップや部長クラスにまで拡大しています。

その結果、かつてない、洪水のような生活保護バッシング報道などの異常が、繰り

広げられています。庶民と生活保護者を対立させて誰が得をするのか、事実を冷静に

見極める必要があります。

今年２月に生活保護を受けていた人は過去最高を更新と、厚生労働省の速報値が伝

えています。速報値の紹介と福生市の実態はどのようか、お聞かせください。

１９９０年代の「バブル経済」の崩壊に始まり、労働者派遣制度が１９９９年の法

改正で、一部業種を除き原則可能となり、非正規労働者が爆発的に増大、正規労働者

が激減という事態の中で、日本の雇用環境が激変したわけです。

その結果、日本の大企業は２６０兆円もの内部留保金を蓄積。その一方で生活保護

基準に達しないワーキングプアが１，１００万人以上などという、社会構造の大激変

で、過去最大の生活保護受給者の増大を招いているわけです。これは歴代の自民党、

公明党政治が作り出したものに他なりません。

ところで、日本の生活保護利用率は諸外国の中で高いのか？という問題です。
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． 。 ． 、 ．日本の生活保護利用者は現在人口の１ ６％です ドイツは９ ７％ フランス５

７％、イギリス９．２７％、スウェーデン４．５％であり、先進諸外国と比べると、

きわめて低い数字にとどまっているというのが、実情です。

テレビや新聞などマスコミが、最近盛んに報道している生活保護不正受給問題があ

ります 「不正受給」の件数や金額は年々増え、不正受給が横行しているのでしょう。

、 、 、 ，か？全国的な数値を見ると 不正受給件数 全体に占める割合で 平成１９年度１５

９７９件１．４４％、平成２２年２５，３５５件１．８０％。不正受給額、全体に占

、 ， ． 、 ， ． 。める割合が ９１億８ ２９９万円０ ３５％ １２８億７ ４２５万円０ ３８％

、 、であって 生活保護利用者数が増えていることに伴う数字の変化ととらえるるべきで

大きな変化ではありません。

こうした事実を踏まえ、お考えをお聞かせください。

（２）マスコミ報道と生活保護制度の理解について ＜２回目＞

マスコミ報道に踊らされずに、事実を正確に見極める必要があります。

今年８月１日から実施される生活扶助基準引き下げと、わたくしに言わせれば、と

んでもない改悪を進めるべく、６月４日自民、公明、民主、維新、みんな、生活の６

党の賛成で可決、参院に移った「生活保護改悪法案」問題があります。

そこで、今年８月１日に実施となる生活扶助の問題点を、明らかにしたいので、つ

ぎに（３）生活扶助基準引き下げによる他制度への影響についてから、お聞きしてい

こうと思います。
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（３）生活扶助基準引き下げによる他制度への影響について

生活扶助基準引き下げは、生活保護世帯に降りかかる災難だけではありません。

ほとんどの一般庶民の生活に影響を与えるものであることを明らかにする必要があ

ります。

ある、お年寄りが 「わたくしは爪に火を灯すような生活で頑張っているのに、生、

活保護でぬくぬくとした生活を送る人が憎らしい！ 。と、言われているのを、どこ」

かで見ましたが、実はこのようなお年寄りの方にこそ、大きく被害が及ぶ制度改革で

あることを、知っていただく必要があります。

分かっているだけで３８項目あるそうですが、市が把握しているものを紹介して下

さい。また市の具体的対応予定について、お聞かせください。

（３）生活扶助基準引き下げによる他制度への影響について ＜２回目＞

政府の行き当たりばったりの政治運営には腹立たしい限りで、それに振り回される

地方政治は大変です。わたくしたち庶民には腹立たしい限りの政治が続きます。

今後については、遺漏のないよう対応してくださるとの事なので、そのお言葉を信

じることにして、次に進みたいと思います。

「子どもの貧困 「貧困の連鎖」を深刻化させる生活扶助費基準の引き下げや、生」

活保護改悪は格差の固定化を促進するもので、決して許されるものではありません。

それは （５）で述べることとして、、

（４）生活保護基準の引き下げによる負のスパイラルについて

生活扶助基準は、保護費の支給金額のみならず、生活保護を受給できるかどうか、

その要否を判断する基準でもあります。それを下げれば、当然受給対象から外れる人
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が増えることになります。

生活保護の捕捉率とは、生活保護基準以下の世帯で、実際に生活保護を受給してい

る世帯数の割合のことをいいますが、生活保護捕捉率が他国に比べて突出して低いの

が、日本です。

、 ． 、 ． 、２０１０年の捕捉率を紹介すると 日本１５ ３％から１８％ ドイツ６４ ６％

フランス９１．６％、イギリス４７から９０％、スウェーデン８２％です。

これが、さらに悪化することになります。

（３）で述べたさまざまところにも、影響し、その結果、消費がさらに縮小、もう

一段の生活保護基準の引き下げと負のスパイラルに陥ることになります。

こうした問題に対する、市長のお考えをお聞かせください。

（４）生活保護基準の引き下げによる負のスパイラルについて ＜２回目＞

市長がご答弁された内容も、国が進めている改革案も、財政負担の増加に耐えられ

ないという唯一の動機が先にありきで、財政負担を減らすための方策だけが提示され

ています。

生活保護制度疲労論が当然のごとく繰り返され、生活保護制度のどの部分が、どの

ような理由で制度疲労を起こしているかの具体的な検証はありません。

改革案には「生活保護が増えることはよくない。だから減らすべきだ」という以上

のものは見出しがたい状況です。

生活保護制度の改革を構想するに当たっては、まず生活保護制度が救済の対象とす

る貧困がどの程度広がっているかを調査すべきです。そのうえで「すべての市民に健

康で文化的な最低限度の生活保障」という制度目的が、どの程度実現しているかを測

定しなければなりません。
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福生市での捕捉率はどうかなどの分析こそ、今後に期待されることと述べて、次に

移ります。

（５）生活保護基準引き下げによる子育て世帯への大打撃について

今回、８月１日実施の生活扶助基準の引き下げで、具体的にはどのように影響を受

けることになるのか

夫婦と子ども一人の場合、夫婦と子ども二人の場合、母と子一人の場合

のケースを想定し、今年８月からどの程度の減額、２０１５年度以降はどの程度かに

ついて、お聞かせください。

（５）生活保護基準引き下げによる子育て世帯への大打撃について ＜２回目＞

円安が進み、日常的に消費する食品類を中心に値上がりが進む中、子育てで大変な

生活保護の家庭が、逆に扶助費をこんなに大幅に引き下げられる 「子どもの貧困」。

がまさに固定化され 「貧困の連鎖」を深刻化させることは、まちがいないこととい、

。 、 、 、えます だれが こんなバカげたことを考えたのかと言いたい とんでもないことが

現実に８月１日から実行されるわけです。

改めて、しっかりと今後を考えていく必要があるとだけ述べて、次に移ります。

（６）生活保護家庭の状況について

福生市の生活保護世帯及び保護人員の現状についてお聞かせください。

生活保護家庭の世帯人数及び年齢区分の現状についてもお聞かせください。

、 。今回の生活保護引き下げによる福生市の財政への影響について お聞かせください
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（６）生活保護家庭の状況について ＜２回目＞

生活保護予算が国や地方の財政を圧迫していて、これを引き下げないと財政が破た

んするかのように言われているが、そもそも、生活保護費は国民の命を守るための支

。 、 、 ． 、出です しかも 日本の生活保護費 社会扶助費のＧＤＰにおける割合は０ ５％で

ＯＥＣＤ加盟国平均の１／７に過ぎず、諸外国に比べて極端に低いのが現状です。

、 、生活保護費が財政を圧迫しているとは言えませんし 生活保護基準を引き下げても

いるのは、安財政への影響はきわめて小さいのです。マスコミが大変だと煽り立てて

、報道を異常に歪ませ倍内閣がマスコミの部長クラスや、経営者に飲み食いさせて※

ているからにほかなりません。

国から国庫負担金１５億円、残りの１／４について全部が地方交付税として措置さ

れないまでも、ほとんどが措置されることになります。そもそも生活保護費は、低所

得の方の生活費のため、預貯金されることなく、消費に回る割合が高い経費で、福生

市の経済を下支えしている経費といえます。福生市内の不動産業者や病院や薬局や食

料品店などは、２０億円近い活性化補助金をもらっているともいえます。生活保護バ

ッシングするということは、福生市民からすると、２０億円の負担を忌避して、１５

億円の国庫負担金と地方交付税５億５，４００万円の「補助金」を棒に振るというこ

ととも、言えます。庶民と低所得者、生活保護者の対立に乗せられるのではなく、す

べての市民が、お互いに助け合う社会をこそ、構築して行きたいと述べて 私の一般

質問を終わります。 ありがとうございました。

※の部分は、翌日の議会開始冒頭、自主的に不適切発言がありましたのでと、その部

分の取り消しを願い出た部分です （議運委員長、事務局長、私の三者合意成立）。


