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（参考：阿部彩ほか「生活保護の経済分析」248頁 表８−２、東京大学出版会）
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貧困世帯の定義

和田有美子・木村光彦
（1998）

生活保護世帯の平均消費
額・最低生活費以下の世帯

小川光（2000）
駒村康平（2003）
橘木俊昭・浦川邦夫
（2006）

推計値

資料

10.0〜9.0%
（1988〜1993）
9.9%
生活保護基準未満の世帯
（1995）
生活・住宅・教育扶助と各 18.5%
加算の合計額以下の世帯
（1999）

国民基礎
生活調査
国民基礎
生活調査
全国消費
実態調査

19.7〜16.3%
（1995〜2001）

所得再分
配調査

生活保護基準未満の世帯

諸外国との比較
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─権利性が明確な「生活保障法」に─

日本弁護士連合会（日弁連）は、憲法第25条に基づく

ドイツで稼動年齢層に対応する「失業手当Ⅱ」の捕捉率は85〜90％、イギリスの
「所得補助」の捕捉率は87％と言われています。日本については、上記各研究のう
ち最も高い数値（19.7％）を採用し、比較しました。
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生活保護法改正要綱案

生存権保障の観点から生活保護法を抜本的に改正する必
要があると考え、2006年（平成18年）以来、検討作業を
続けてまいりましたが、このたび、その成果として「生
活保護法改正要綱案」を作成しました。

96

その全文及び参考条文は日弁連のホームページ（http ://
www. nichi benren.or.jp/ja/opinion/report/081118-4.html）
でご覧いただくことができますが、改正案の主なポイン
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トをご説明するための資料として、このリーフレットを
作成しました。ぜひともご一読のうえ、忌憚のないご意

໘ႎ

生活保護基準未満の低所得世帯数の推移
（平成22年４月９日 厚生労働省社会・援護局保護課）

低所得世帯数に対する
被保護世帯数の割合
所得のみ 資産を考慮 所得のみ 資産を考慮
低所得世帯

H16全国消費実態調査 最低生活費１
（生活扶助＋教育扶助）

H16全国消費実態調査 最低生活費２
（生活扶助＋教育扶助＋住宅扶助）

H19国民生活基礎調査

（生活扶助＋教育扶助＋高等学校等就学費）

4.9

0.3

29.6

87.4

6.7

0.7

23.8

75.8

12.4

4.8

15.3

32.1

（お問い合わせ先）
日本弁護士連合会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関１−１−３
TEL：03−3580−9841（代表）

見をお聞かせください。

（2009年６月
（2011年２月

初版発行）
第２版発行）
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改正案の4本柱 ◆◆

第1 水際作戦を不可能にする
͵મ࠘ѣఇ౩ग़҆௹ޔыњѣўѽўичќ҆აࡋэѿ

◆

その他の改正ポイント ◆◆

○生活保護制度実施のための費用は100％国が
負担し地方に負担させない

͵ਇќમ࠘Ѣମඐ̠ৃ၇Ⴣ̜ಊა̠ࢱჃ҆აࡋэѿ
͵ࠊ൳џхѿఇ౩Ѣೱྏс҆મ࠘џჃљхѿ
ଡય̡ౠᇕஶѢ෬ඐћѣނಷщҀўиګၓўೱࡊ҆ਠಌэѿ̝

第2 権利性を明確にする

○国が負担する費用を保護費・事務費に限らず、
人件費も負担することとする
ଡય̡ౠߊေদѣၓชଥ൛ૈჃћжѾႎᅖѣਇѢૈჃћжѿпѽඑၑѬѢ
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第3 保護基準決定の民主的コントロール
͵ေদѢ࠰୮ѣౠᇕോћѣўуਇݵрชѵѿ
͵ᇡᆼ݇ઍ̜၀ત݇ઍ҆ߊщяѿ̈́၀ત݇ઍߊѣॵыѲыѓͅ
ଡય̡ေদ࠰୮ѣॕၓൌ36̠ౠജग़ေѢ࣭ല݁ћжѾᅅ̝
̛̛̛ᇡᆼ݇ઍ̜၀ત݇ઍѣჁଗศҥӥҺӟ̶ӝўу་щҀѓ̝

第4 ワーキングプアに対する積極的支援
͵ଭрฃౠߊྉѢ241ͭႴႰћжҀѤ̜ૃઌ҆ჴ҃ю̜
̛ൔ̠ڭᆑ̠ౠࣄџॺѾફ҆܍৪к
ଡય̡͐ᅦᄿыѸэуᅵыѸэиౠߊေদ͑ѢᅫѢ࣭ല݁!!

○ケースワーカーの必要人数を法定数とし、都
市部は60人に１人、郡部は40人に１人以上
とする。査察指導員はケースワーカー５人に
１人以上とする。
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