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「『生活支援戦略』に関する主な論点（案）」のうち，「生活 

保護制度の見直しに関する論点」の問題点に関する意見書 

 

２０１２年（平成２４年）１１月１５日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

厚生労働省が本年９月２８日に公表した「『生活支援戦略』に関する主な論点

（案）」（以下「生活支援戦略（案）」という。）の前半「新たな生活困窮者支援体

系に関する論点」では，生活困窮者に対する支援の仕組みとして従前不十分であ

った点を前進させる内容が盛り込まれており，方向性としては評価すべき点があ

る。しかし，後半の「生活保護制度の見直しに関する論点」は，生活保護制度が

日本の労働政策や社会保障制度の不十分さを補って生活困窮者の生存権を保障し

ている積極的な意義を看過して，生活保護受給者，とりわけ稼働年齢層の受給者

が増加していることを問題視し，生活保護制度について給付の適正化の観点から

種々の見直しを行うことを検討するとしており，それらの見直しには下記１ない

し９の問題点がある。 

そこで，当連合会は，厚生労働省に対し，これらの問題点について，最終とり

まとめまでに再考の上修正すること，及び，これらの問題点を修正しないまま「生

活支援戦略（案）」に沿う法改正案のとりまとめ・提出や通知の発出を行わないこ

とを求める。 

 １ 生活保護受給者に対して３～６か月経っても就労できない場合に職種・就労

場所を広げて就職活動を行うことを基本的考え方とするとの点は，運用次第で

は職業選択の自由を害するおそれがある。また，「転居を伴う就労に対する積極

的支援」と組み合わせての運用次第では，受給者の居住・移転の自由を侵害す

るおそれがある。 

２ 稼働能力がありながらその能力に応じた就労活動を行っていないことを理由

に保護を廃止するとの点は，受給者の具体的な稼働能力及び就労阻害要因を踏

まえた就労の場の存否を度外視しており，判例上確立された稼働能力活用要件

の解釈を度外視するものである。 

   その上，就労活動を行わないことを理由に２度保護を廃止された者について，

再々度の申請の際に保護の審査を厳格化するとしている点は，稼働能力活用要

件についての本来あるべき慎重な判断が申請ごとになされることなく，申請回

数によって形式的に却下決定がなされるという運用につながる危険性が高い。 
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３ 生活保護制度における勤労収入の特別控除について廃止も含めた見直しを検

討するとしている点は，憲法で保障された生存権保障の水準を正当な理由なく

引き下げることとなり，問題である。 

４ 健康管理や家計管理を保護受給者の責務とすることを検討するとの点は，本

来権利であるはずの自立支援を受給者の義務に転化し，これらを内容とする指

導指示違反による保護の停廃止等の不利益変更と結びつけて運用されるおそれ

がある。 

５ 嘱託医の判断や医療扶助の受給期間によってセカンド・オピニオンを受給者

に指示するとの点は，医療機関の選択及びセカンド・オピニオンを受けること

が患者の権利であって義務ではないことを看過するものであり不適切である。 

６ 不正受給対策の名の下に，保護費の支出の状況を福祉事務所の調査権限の及

ぶ事項とするとしている点は，受給者のプライバシーを制限することになるが，

その目的と手段との関連性がなく，必要性が認められない。 

 ７ 不正受給に係る返還金を本人の同意の下に保護費と調整することを検討する

としている点は，保護費が最低生活費であることから差押禁止とされている趣

旨に抵触するおそれがある。 

 ８ 扶養義務者への調査権限を拡大し，扶養義務者の回答義務を強化し，かつ，

調査対象を過去の受給者及びその扶養義務者にまで拡大している点は，扶養義

務者に迷惑が掛かることを恐れる要保護者に事実上生活保護の受給を萎縮させ，

餓死事案を生み出すおそれがある。 

 ９ 個別の事案に即したきめ細かい自立支援を行うためには専門性を備えたケー

スワーカーの役割に期待するところが大であるにもかかわらず，現状ではケー

スワーカーが不足し，その負担が過重となっていることへの対策が示されてい

ない。ケースワーカーの増員及び人件費の全額国庫負担を国の方針として打ち

出すべきである。 

 

第２ 意見の理由 

 １ はじめに 

   厚生労働省は，平成２４年４月，社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援

の在り方に関する特別部会」（以下「特別部会」という。）を設置し，同部会で

は生活困窮者の生活支援に関する検討が行われている。 

同省は同年７月に「生活支援戦略」中間まとめを国家戦略会議に提出した。

そして，同年９月２８日に行われた第８回特別部会において，特別部会での議

論も踏まえたとする「生活支援戦略（案）」を資料として特別部会委員に配付し
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た。 

   この「生活支援戦略（案）」は，社会保険制度と生活保護制度の間の第２のネ

ットとして「新たな生活困窮者支援体系」を構築し，生活保護制度の見直しを

行うとの内容である。 

 この「生活支援戦略（案）」の前半「新たな生活困窮者支援体系に関する論点」

には方向性として評価すべき点もあるが，「生活保護制度の見直しに関する論

点」については，第１で述べたように問題点も存するため，最終とりまとめま

でに再考の上修正されるべきである。また，「生活保護制度の見直しに関する論

点」に沿う法改正案のとりまとめ・提出や通知の発出を行うべきではない。 

 以下，問題点について詳述する。 

２ 生活保護制度をめぐる現状認識の偏り 

(1) 生活保護受給者数の増加についての評価の偏り 

「生活支援戦略（案）」は，現状として，生活保護受給者数が平成２４年６

月時点で２１１万人と過去最高に達しており，特に稼働層における増加が著

しいとの認識を示している。 

そして，「生活保護制度の見直しに関する論点」では，必要な者には支援す

るという基本的な考えを維持しつつ，給付の適正化等によって国民の信頼に

応えた制度の確立を目指すため，切れ目のない就労・自立支援とインセンテ

ィブの強化，健康・生活面等ライフスタイルの改善支援を，医療扶助の適正

化，不正・不適正受給対策の強化等と併せて行うとしている。 

すなわち，受給者，特に稼働層の増加が問題であって，現行の制度の下で

不正ないし不適正な給付が行われているために国民の信頼が危うくなってい

るという見方を前提としている。 

しかし，生活保護受給者の増加の主たる要因は，非正規雇用の増大，ハン

ディキャップを持つ者の労働市場からの排除，最低賃金の低さ，雇用保険制

度の不十分さ，低年金・無年金といった日本の労働政策・社会保障政策にあ

る。厚生労働省自身，２００９年（平成２１年）の相対的貧困率が１６％に

も上ったことの主たる要因を，所得の低い６５歳以上の高齢者や非正規労働

者の割合が増えたためと分析していた。相対的貧困率は所得のみに着目する

ものであることから資産要件のある生活保護との単純比較はできないものの，

相対的貧困率が１６％にも上る中，保護率は１．６６％（２０１２年（平成

２４年）６月速報値）であり，多くの困窮者が生活保護の受給に至っていな

いことは明らかである。 

そして，生活保護が必要な状態にある者のうち実際に生活保護の受給に至
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っている者の割合（捕捉率）は，複数の研究者の試算でも２０％に至ってお

らず，政府の試算でも３０％程度にとどまる。この捕捉率は，先進諸国と比

べても格段に低い。すなわち，我が国ではいまだ必要な者に保護が行き渡っ

ていないというのが現状であり，近年の生活保護受給者・保護費の増加は，

生活保護制度が，このような労働政策・社会保障政策の不十分さを補う最後

のセーフティネットとしての機能を果たしていることの現れである。このよ

うな現状の下で本当に「必要な者には支援する」という考えを維持しようと

いうのであれば，漏給を防止するため，制度の広報・周知義務の徹底，いわ

ゆる水際作戦の撲滅，生活保護制度への偏見をなくすなどの取組みこそがま

ず掲げられるべきである。 

(2) 受給者・保護費増加の根本的対策は労働政策・社会保障政策の充実による

べきこと 

  「生活保護制度の見直しに関する論点」は，就労・自立支援と健康管理や

家計管理等ライフスタイルの改善支援を，医療扶助の適正化や不正受給対策

と併せて「給付の適正化」の内容としているが，これは，現状では，保護受

給者が働けるのに働かず，健康管理や家計管理ができていないために不適正

な給付が行われているとの認識を前提として，その不適正な給付を削減する

ことを，主に保護受給者に努力を求めることによって行おうとするものであ

る。 

しかし，労働政策が不十分な中で貧困に陥り，やむなく受給に至った稼働

年齢層の受給者への給付は，生存権保障のために当然必要なものであって不

適正な給付とはいえないはずであり，稼働層への給付を減らすには根本的に

は労働政策の改善が不可欠である。また，受給者の中には，受給以前の生活

困窮の中，仕事のため受診する時間を捻出できなかったり，国民健康保険料

や医療費の自己負担分を支払えなかったりしたために早期に適切な医療を受

けられず，病状を悪化させた者も少なくない。健康を害して生活扶助や医療

扶助を受給する者や，保護費の中で大きな割合を占める医療扶助費を減らす

には，国民健康保険料の減免，医療費自己負担の軽減，労働条件の改善など

によって，生活保護受給以前に医療を受ける権利を手厚く保障することこそ

が必要である。保護費の適切な管理ができない受給者への給付に至っては，

そもそも保護費は最低限度の生活保障のために必要な分しか支給されないの

であるから，不適正な給付とはいえないはずである。 

  また，本来の意味での不適正な給付，すなわち不正受給の割合は，平成１

９年度から平成２３年度にかけて金額ベースで０．４％未満で推移しており，
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大きな変動はない。不正受給対策は当然必要であるが，生活保護制度への国

民の信頼を回復するためには，厚生労働省が国民に対して，現状でも９９％

以上について適正な給付が行われていることにつき周知して理解を得ること

も求められる。 

(3) 小括 

  このように，「生活保護制度の見直しに関する論点」は，労働政策や社会保

障政策が不十分な現状において生活保護制度が生存権保障のために果たして

いる積極的側面を軽視し，必要な者を支援するための漏給防止の視点を欠く

偏ったものとなっている。 

また，受給者・保護費の増大の要因について労働政策・社会保障政策や医

療を受ける権利の保障が不十分なことにあると正しく捉えず，主として受給

者に努力を求めることによって保護費を削減しようとしており，大局的な視

点を欠いているといわざるをえない。 

３ 就労支援について 

(1) 職業選択の自由・居住・移転の自由の侵害のおそれ 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，生活保護受給者に対して３～

６か月経っても就労できない場合に職種・就労場所を広げて就職活動を行う

ことを基本的考え方とするとしている。また，それまでの求職活動を通じて

直ちに保護脱却が可能となる程度の就労が困難と見込まれる稼働可能者につ

いては，低額であっても一旦就労することを基本的考え方とするとしている。 

これらは，支援にあたっての「基本的考え方」であると記載されてはいる

が，「生活保護制度の見直しに関する論点」は，他方では，稼働能力がありな

がらその能力に応じた就労活動を行っていないことを理由として保護を廃止

することや，このようにして過去に２度保護を廃止された者に対しては保護

の審査を厳格化するとしている。そのため，上記のような就職活動を行うこ

とや，一旦就労することは，保護の廃止や将来の申請の際の審査の厳格化等

の不利益を背景とした事実上の強制となるおそれがある。 

就職活動に当たって自らの経験や希望に沿った職種を希望することは自然

なことであり，経験や希望に配慮せず他職種や低額・短時間労働への求職を

強いることは職業選択の自由（憲法２２条１項）を害するおそれがある。 

また，「生活保護制度の見直しに関する論点」は，転居を伴う就労に対する

積極的支援を行うとしているが，仮に住所地から通勤可能な範囲に職場がな

ければ転居しての就労を強いるという運用がなされるのであれば，受給者の

居住・移転の自由（憲法２２条２項）を侵害するおそれがある。 
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(2) あるべき支援の方向性 

生活保護受給者の自立助長（生活保護法１条）は，従前からも自立支援プ

ログラムの策定といった形で行われてきたものであり，就労自立支援につい

ては，長期的に見て経済的自立が果たせる職に就くことを目指す息の長い支

援が行われている実践例も存する。「生活保護制度の見直しに関する論点」

のいうような，保護開始時点から６か月間をめどに集中的な就労支援を行う

というのでは，複雑多様な就労阻害要因の解消のための支援が行われること

もなく，不安定な非正規雇用であってもとりあえず就職できれば良しとする

ような結果を招きかねない。それでは真の自立助長とはいえない。 

自立助長という生活保護法の目的を真に達するためには，労働政策の改善

とともに，長期的に見て経済的自立が果たせる職に就くことを目指す観点も

容れる必要がある。 

４ 就労活動を行っていないとされる者の保護廃止と保護の審査の厳格化につい

て 

(1) 就労活動を行っていない者の保護廃止の要件判断について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，「稼働能力があるにもかかわら

ず明らかに就労の意思のない者への対応」の項目の中で，稼働能力に応じた

就労活動を行っていないことを理由に保護を廃止されることがあることを想

定している。 

そして，上記３のように，受給者に対し，３～６か月経っても就職できな

ければ職種・就労場所を広げて就労活動を行うこと，就職できなければ低額

であっても一旦就労することを求めていることから，福祉事務所が求めるよ

うな就労活動を行わなければ就労の意思がないとして保護が廃止される可能

性がある。 

しかし，稼働能力活用要件（生活保護法４条１項）の判断においては，そ

の者の具体的な稼働能力と具体的な生活環境を前提とした就労の場の有無が

重視されるのであり，このような具体的な稼働能力や生活環境，就労の場の

有無を度外視して，福祉事務所が求めるような就労活動を行わなければ稼働

能力不活用であると判断することを想定しているとすれば，判例上，行政運

用上確立された稼働能力活用要件の判断枠組みを逸脱するものであり，問題

がある。 

すなわち，稼働能力活用要件の判断に関する先例としてはいわゆる林訴訟

第１審判決（名古屋地裁平成８年１０月３０日判決判時１６０５号３４頁）

及び同控訴審判決（名古屋高裁平成９年８月８日判決判時１６５３号７１頁），
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それを受けて厚生労働省が処理基準を定めたほか，近時東京地裁でも稼働能

力活用に関する判断がなされるに至り（いわゆる新宿七夕訴訟，東京地裁平

成２３年１１月８日判決・賃金と社会保障１５５３号６３頁），その控訴審

においても一審の判断枠組みが維持され，控訴審判決は確定した（東京高裁

平成２４年７月１８日判決・判例集未登載）。 

まず，前記林訴訟第１審判決，同控訴審判決は「その具体的な稼働能力を

前提とした上，申請者にその稼働能力を活用する意思があるかどうか，申請

者の具体的な生活環境の中で実際にその稼働能力を活用できる場があるかど

うか」により判断すべきとする。それを受けて定められた処理基準（昭和３

８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知 第４稼働能力の活用，以

下「局長通知」という。）も「①稼働能力があるか否か，②その具体的な稼

働能力を前提として，その能力を活用する意思があるか否か，③実際に稼働

能力を活用する就労の場を得ることができるか否か，により判断すること。」

とした。 

そして，これらの点について，東京地裁平成２３年１１月８日判決は，「（稼

働能力の活用要件は，）当該生活困窮者が，その具体的な稼働能力を前提と

して，それを活用する意思を有しているときには，当該生活困窮者の具体的

な環境の下において，その意思のみに基づいて直ちにその稼働能力を活用す

る就労の場を得ることができると認めることができない限り，なおこれを充

足するということができる。」と判示した。 

このように，判例上も，行政運用上も，その者の具体的な稼働能力や生活

環境を前提とした就労の場が保障されるかどうかを重視すべきことを求めて

いるのであり，「生活保護制度の見直しに関する論点」がこのような判断枠

組みを逸脱して，具体的な稼働能力や生活環境に応じた就労の場の有無を問

わず，就労活動を行っていないことのみに着目して稼働能力不活用と判断し，

保護を廃止することを想定しているのであれば問題がある。 

(2) 将来の申請の際の審査厳格化について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，就労活動を行わないことを理

由に２度保護を廃止された者について，再々度の申請の際に保護の審査を厳

格化するとしている。 

しかし，本来，保護開始要件の判断は，いつ誰が申請した場合でも平等に

行われなければならない（無差別平等の原理・生活保護法２条）。 

稼働能力活用要件に関しても，申請の時点で改めて，申請者の具体的な稼

働能力を前提として，それを活用する意思を有しているときには，当該生活
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困窮者の具体的な環境の下において，その意思のみに基づいて直ちにその稼

働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かが判断されなければな

らない。２度目の廃止から再々度の申請までに時間が空いた場合には，申請

者をとりまく状況も変化していると考えられるから，その時点における稼働

能力の有無や稼働能力活用の意思，稼働能力活用の場の有無が改めて問われ

なければならないはずである。仮に，再々度の申請が２度目の廃止の直後で

あって，過去の保護受給中に就労活動を行わなかったことを理由に稼働能力

活用の意思がないと判断できる場合があるとすれば，過去の福祉事務所の就

労指導が現実的かつ妥当性のある指導であり，十分な就労の機会があったと

いえることが最低限必要であろう。 

しかし，実務の運用においては，稼働能力活用要件の判断が慎重に行われ

ているとは言い難いケースがままある。すなわち，ごく最近の事例に限って

も，上記(1)で述べた新宿七夕訴訟一審・控訴審判決や，大津地裁平成２４年

３月６日判決（賃金と社会保障１５６７・６８号３５頁・確定）が，処分庁

の稼働能力活用要件の判断の誤りを指摘し，原告を勝訴させている。審査請

求においても，栃木県知事平成２４年７月３日裁決が，処分庁の稼働能力判

定が不十分であり，就労指示が形式的であったとして保護廃止処分を取り消

している。 

このような現状で，再々度の申請の際に審査を厳格化するとすれば，過去

の２度の廃止自体が適法に行われていたことも確実とはいえない上，その２

度の廃止の事実のみをもって，形式的に申請を却下するという運用を招くお

それが極めて大きい。 

以上のとおり，再々度の申請時に審査を厳格化することは，稼働能力活用

要件の判断が疎かにされ，形式的に保護申請を却下する運用に結びつくおそ

れが大きく，ひいては生存権を侵害することとなり，問題がある。 

５ 勤労収入の特別控除について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，生活保護制度における勤労収入

の特別控除について，活用の程度にばらつきがあることから廃止も含めた見直

しを検討するとしている。そして，特別控除とは勤労に伴って必要となる臨時

的な経費に対応するもので，年間を通じて一定限度額（年間勤労収入額の１割，

上限額は１級地の場合１５０，９００円）の範囲内で必要な額を控除するもの

であるとしている。 

しかし，特別控除は，上記のように勤労に伴って必要となる臨時的な経費に

対応するものであるから，控除がなされなければ，本来，最低限度の生活を営
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むために過不足なく支給されているはずの保護費の中から臨時的な経費を支出

しなければならなくなり，結果として健康で文化的な最低限度の生活を割り込

むこととなる。 

このように，特別控除がなされて初めて最低生活が保障されたといえるので

あるから，そもそも，その運用がなされていないケースがあることが問題なの

であって，これを廃止するとすれば，憲法で保障された生存権保障の水準を正

当な理由なく引き下げることとなる。 

６ 健康管理や家計管理を受給者の責務とするとの点について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，健康管理や家計管理を保護受給

者の責務とすることを検討するとしている。 

健康管理や家計管理が保護受給者の責務とされれば，これらを内容とする指

導指示違反による保護の停廃止等の不利益変更と結びつけて運用されるおそれ

がある。 

しかし，本来，自立支援は保護受給者の権利であり，権利を行使しないこと

を理由とする不利益処分は本末転倒である。すなわち，先進諸国においては，

就労支援は福祉制度利用者の義務ではなく権利として位置付けられており，提

供されるサービスが一定以上の水準を確保されるべきことが法律で定められて

いることは，当連合会の意見書において従前述べたとおりである（２０１１年

（平成２３年）７月１４日付け「『社会保障制度全般のあり方を含めた生活保護

制度の抜本的改革の提案』及び『生活保護制度に関する国と地方の協議』につ

いての意見書」等）。日本の生活保護法においても，憲法２５条の理念に基づ 

いて国が最低生活保障と自立助長を行うことが目的とされているのであるか

ら（生活保護法１条），自立を助長されることは保護受給者の義務ではなく，

権利であるはずである。 

したがって，これらの支援が受給者の権利として行われるのであれば，自立

助長の観点から望ましいことであるが，責務と定めることは，指導指示違反に

よる保護の不利益変更と結びつけて運用されるおそれがあり，生存権保障の観

点から問題がある。 

７ セカンド・オピニオンについて 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，嘱託医の判断や医療扶助の受給

期間によってセカンド・オピニオンを受給者に指示するとしている。 

たしかに，一部の医療機関では医療における「貧困ビジネス」と呼ばれるよ

うな保護受給者に対する過剰診療が行われている例があり，このような過剰診

療は公費の無駄遣いであるばかりでなく，患者にとっても有害無益であり，従



10 
 

来から厚生労働省が通知を発出しているようにレセプト（診療報酬明細）の確

認等による適切なチェックが必要であることは異論のないところである。 

しかし，過剰診療対策として福祉事務所が保護受給者にセカンド・オピニオ

ンを「指示」することは，妥当でない。すなわち，生活保護法６２条１項は，

「被保護者は，保護の実施機関が・・・第２７条の規定により，被保護者に対

し，必要な指導又は指示をしたときは，これに従わなければならない。」として，

保護受給者は福祉事務所による「指導又は指示」に従う義務があることを定め

ている。そして，同条３項で，「保護の実施機関は，被保護者が前２項の規定に

よる義務に違反したときは，保護の変更，停止又は廃止をすることができる。」

として，「指導又は指示」に従わなかったときには，福祉事務所は保護の停廃止

を含む不利益処分を行うことができるものとしている。このように，福祉事務

所が保護受給者にセカンド・オピニオンを「指示」することは，患者と医療機

関の信頼関係を全く無視し，患者である保護受給者の意思に反してセカンド・

オピニオンを間接的に強制する結果をもたらすものであり，妥当でないと言わ

ざるを得ないのである。過剰診療対策は，レセプトの点検など医学的根拠に基

づき客観的な検討を基に保護の実施機関の責任で医療機関に対して行うべきも

のであって，保護受給者に不利益処分を課することを間接的に強制し，保護受

給者に不利益を課すことによって行うべきではない。 

医療機関の選択権は患者に存する（福岡地裁平成２１年５月２９日判決・賃

金と社会保障１４９９号２８頁）。 

また，セカンド・オピニオンを受けることは，イギリス「患者の権利憲章」

（１９９１年）においても，ドイツ「患者のための権利憲章」（２００３年）

においても，患者の権利と位置付けられており，当連合会としても，２０１１

年（平成２３年）１０月７日第５４回人権擁護大会「患者の権利に関する法律

の制定を求める決議」において，セカンド・オピニオンを受ける機会の保障を

要請しているところである。 

医療機関の選択にあたっては医師と患者の信頼関係が重要であって，セカン

ド・オピニオンの指示によってその選択権を侵害することには問題がある。そ

して，そもそもセカンド・オピニオンを受けることが患者の権利であって義務

ではないことから，生活保護法６２条により保護の停廃止という不利益処分を

伴う「指示」という形式によってセカンド・オピニオンを受けさせることには

問題がある。 

８ 福祉事務所の調査権限を保護費の支出の状況に及ぼすとする点について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，不正受給対策の名の下に，保護
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費の支出の状況を福祉事務所の調査権限の及ぶ事項とするとしている。 

しかし，保護費は最低生活を営むためにその者の需要に応じて過不足なく支

給されているはずのものであり（必要即応の原則，生活保護法９条），それが使

途によって不正受給や不適正な給付に転化するものではない。 

にもかかわらず，不正受給対策として福祉事務所の調査権限を保護費の支出

にまで及ぼすのであれば，その目的と手段との関連性がなく，いたずらに受給

者のプライバシー権を制限することとなり，問題がある。 

９ 不正受給に係る返還金の保護費との調整について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，不正受給に係る返還金を本人の

同意の下に保護費と調整することを検討するとしている。 

しかし，保護費は最低生活費であることから差押禁止とされている（生活保

護法５８条）。 

不正受給に係る返還金とはいえ，返還時点で最低限度の生活を営むことがで

きず生活保護を受給している者に対し，保護費から返還金を徴収するとすれば，

同条の趣旨に抵触するおそれがある。 

１０ 扶養義務者への調査権限拡大・回答義務の強化等について 

(1) 扶養がなされずに保護を受給することは不正受給ではないこと 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，不正受給対策を目的に，福祉

事務所は必要に応じて扶養義務者等に対し説明を求めることができる旨の権

限を設けるとし，「本当に生活保護が必要な人が受けることができなくならな

いように留意しつつ」として，扶養義務者に回答義務を課している。 

しかし，扶養は生活保護法上，要件（４条１項）ではなく，「優先」（同条

２項）するとされている。優先するとは，実際に扶養がなされている場合に

その金額を保護費から差し引くとの意味である。 

そのため，実際に扶養がなされて保護基準以上の生活を営むことができる

場合や，扶養の申し出があって本人の意思一つで扶養が受けられる場合でな

ければ，その者が生活保護を受給することは憲法上保障された権利なのであ

って，その者は「本当に生活保護が必要な人」であって，その者が生活保護

を受給することは不正・不適正受給ではない。 

(2) 扶養義務の強調は要保護者・保護受給者に対する委縮効果を招くこと 

そもそも，憲法２５条は，他者の保護に依存しなければ生存できない人々

が保護を失わないために他者の恣意的支配の下に置かれることを回避し，自

由を保障するために，国家により自立のための保護を整備したものである。

親族間において個人が個人を恣意的に支配することがままあることは，ドメ
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スティックバイオレンス，子どもの虐待，高齢者虐待等が珍しくないことか

らも明らかである。 

扶養義務を強調して扶養義務者への調査権限を拡大し，回答義務を課すこ

とは，扶養義務者に迷惑がかかることを恐れる要保護者に事実上生活保護の

受給を萎縮させるおそれがある。扶養義務者の側からも，親族である要保護

者に生活保護を受給しないよう働きかけられるおそれも大きい。その上，要

保護者や保護受給者に扶養を受けることを強いることは，親族からの恣意的

支配を強め，自由を奪う危険性をはらんでおり，問題がある。 

(3) 調査対象の拡大が委縮効果を招くこと 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，調査の対象を現行の要保護者

及びその扶養義務者に加えて，「過去に保護を受給していた者及びその扶養義

務者」に拡大している。 

しかし，これでは，自身または親族が過去に一度でも生活保護制度と関わ

れば，その後も一生にわたって福祉事務所からの調査の対象となり，回答義

務も免れないということになるため，要保護者に事実上生活保護の受給を萎

縮させる効果が大きいと考えられ，生存権保障の観点から問題がある。 

１１ ケースワーカーの負担過重への対策について 

「生活保護制度の見直しに関する論点」は，ケースワーカーの負担が過重と

なっていることへの対策として，医療扶助受給支援体制の整備，指定医療機関

の指定に係る負担軽減，調査・指導体制や権限の強化，不正受給に係る返還金

と保護費の調整，返還金に対する税の滞納処分の例による処分を挙げている。 

しかし，ケースワーカーの職責として重要なのは，事務のみならず受給者へ

の対人援助である。事務を効率化して負担を軽減することは必要であるとして

も，対人援助には効率化がなじまない領域が多く，根本的には，ケースワーカ

ーの専門性を強化して増員を図るしかない。 

この意味で，「生活保護制度の見直しに関する論点」がケースワーカーの専門

性強化や増員，及び人件費の全額国庫負担を挙げていない点は，根本的な対策

となっておらず，問題である。 


