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第23回 『都市問題』公開講座 

いま、見直すべき生活保護制度 
 

日時：平成２１年６月１３日（土）１３：３０～１６：３０ 

場所：日本プレスセンター１０階ホール 

主催:財団法人 東京市政調査会 

概要: 

 ○千葉大学 新藤宗幸教授による基調講演 

・大都市圏で生活保護受給者が急増。 

・ワーキングプアの今、生活保護世帯より年収の

少ない世帯があると、生活保護費切り。 

・「恥辱」を感じなくてよくなる制度、社会でなければならない。 

・そういった状態(生活保護)におちいらない社会システムの構築が必要。 

・全額国庫負担で。 

・第一線の職員(社会福祉主事)は、スペシャリストであれ。 

 

○平松(大阪市長)、木村(地方財政審議会委員)、斉藤(ジャーナリスト)、道上(岡山県西粟倉村長)に

よるパネルディスカッション。 

・生活保護の問題は、大都市圏の問題である。 

・目標とすべき方向性、例えば高齢者、働けなくなった人をどう社会が助けていくか、そこ(生活保

護を受けなければならなくなる状態)へ行き着くまでの対応、国のあるべきものが無いまま、「生

活保護」に来てしまっている。 

・国はケースワーカに必要な人件費を「交付金で措置した」という。直轄負担金の逆です、どれだ

けのケースワーカの人件費が交付金に入っているのか国は公表しろ。 

・今までは「企業社会」がセーフティネットとなっていた。「終身雇用」として国の代わりに企業が

担ってきた。これが無くなり、国の負担が増えた。就労支援のやり方そのものも、見直さなけれ

ばならない。 

・「就労支援」と「生活支援」の両輪が重要。 

・生活保護に入ってくる前に救いたい。生活保護を受けると、家も車も無く(手放され)、自立のた

めの手が無くなっている。 

・「人間としての生きがい」、それをどうやって教えるかという教育の問題が大切。 

・労働、教育、医療、タッグを組んでやらねばならない。「勤労を尊ぶこと」を基本におく。 

 

 13：01～13：36 主催者挨拶 東京市政調査会理事長 西尾勝  

・前宮城県知事の浅野氏に基調講演を依頼していたが、急遽入院のため、新

藤氏に講師を変更。にもかかわらず、その後も申込があり２００名を超え

る参加申込。 

・当公開講座は、東京市政調査会が出している月刊誌『都市問題』を宣伝す

る目的がある。 

・６月号は、「財政健全化法」「議会基本条例」「三重県議会の･･･」、是非お
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読みいただきたい。 

・参加者の過半数が議会関係者。ご本人の購読もお願いしたいが、是非議会事務局に定期購読するよ

う働きかけいただきたい。 

・東京市政調査会ＨＰ http://www.timr.or.jp/index.html 

 

 

 

 13：37～14：20 基調講演 千葉大学教授 新藤宗幸  

・本会の研究担当理事もしており、今回のピンチヒッターとしての講演とな

った。 

・受付でお配りしたが、「分権型政策制度研究センター・ナショナルミニマ

ム研究会」で、生活保護の研究成果をまとめた。その内容に沿った講演と

なろう。この報告書は各県の職員がそれぞれにまとめたもので、私の意見

ではないので、苦言も申し上げたい。 

 

○生活保護に関する事例 

・老人ホーム、非正規ホームの火災で１０名ほどの老人が亡くなられた。ほとんどが墨田区から送り

込まれた生活保護者だった。 

・「おにぎりが食べたい」といって亡くなった。生活保護から脱却できていたかの十分な確認もなく、

生活保護辞退書を書かせ、飢え死にした。 

・生活保護を受けている障害者が持っている車を「廃棄しろ」と役所は言い、「車が無いと病院に行

けない」と拒んでいたら、一方的に生活保護を切ってきた。 

・ＡＥＲＡの記事 持ち物検査のある病院で、生活保護者の所持金７万８千円を取り上げた。そのあ

と、病院を出ていき自殺した。 

 

＜１ 生活保護世帯の急増＞ 

○生活保護制度をどうすれば良いのか 

・小泉政権時代の三位一体改革、5,500億円の補助金削減。 

・2006 年 高齢者加算 その時に厚労省の言ったこと →「市の福祉事務所、府県(町村の場合は府

や県の事務所が対応)の福祉事務所の濫 給
らんきゅう

だ」 

 

○濫給のやり玉にあがったのが大阪市 

・生活保護率の右肩上がり 高度成長期に地方から大都市圏に流入した人達が、高齢、職を失い、大

都市圏で生活保護者が急増している。 → 大都市圏で生活保護受給者が急増 

・現在の社会情勢 ワーキングプアを増加させている。 

   35歳以上55歳未満の男性非正規就業者 2000年3.5％、2005年8.0％、2007年8.5％ 

   平均年齢45.4歳 年収270万円 ← 生活保護世帯より安い世帯があると、生活保護費切り 

 

基調講演 
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○母子家庭 

・生活保護世帯 夫婦＋二人の子供 年間350万円 

   母子世帯は生活保護世帯の約10％ 

       離婚率の上昇 1950年0.101％、2000年0.210％、2006年0.204％ 

   65歳以上の高齢者世帯に占める母子家庭の割合は5.5％ 

   母子世帯に占める生活保護母子世帯の割合は13％ 

   (受ける要件があるにもかかわらず)生活保護を受けていない母子世帯も多いはず。 

  

＜２ 生活保護行政における「他方優先の原則」と「保護の補足性」＞ 

・生活保護法第4条 

 第1項「保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、そ

の 低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」 

 第2項「民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、

全てこの法律による保護に優先して行われるものとする」 →「恥辱
ちじょく

」(スティグマ)の植え付け 

・123 号通知 生活に困窮していることを知られたくないと、申請者は帰って行く。地方を離れ、ど

ういう生活をしているか調べきれない。 

・扶助の区分（生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助、葬祭扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶

助） 

 

○「恥辱」を感じなくてよくなる制度、社会でなければならない。 

・１番の問題は「医療扶助」 生活保護診療証を提示させられ、指定された病院でしか受診できない 

→ 排除の原理 

・「そんなことは、理想だ」とよく言われる。 → 「空想」ではないなら、「理想」に向かって努力

するのが人間。 

   ①生活保護を恥辱と感じない社会 

   ②そういった (生活保護を受けなければならない) 状態におちいらない社会システムの構築 

  

＜３ 生活保護の改革方向＞ 

○「現金給付」と「サービス給付」 国と地方の役割 

・「生活扶助」 人間が生きていく 低限のもの、食と医療は「現金」で。 

・給付地指定を無くし、全額国庫負担とし。 市町村合併すると福祉事務所が変わり、給付地が替わ

る。 

   国庫負担率８／１０、地方２／１０ 濫給防止のためにも地方負担がいる(厚労省) 

      ７．５／１０、２．５／１０ ← ８９年の消費税を契機に 

・国の職員は地元のことを熟知しておらず、生活保護申請者の審査なんて出来ない。実務は地方がや

るべき。 

・５千万件の年金問題はどこへ行ったか。郵政の話より重要な問題のはずなのに。 

・２０万円のミニマム年金 各省庁間の調整が必要。 財源は？ 「無駄の排除」だけで出来るもの

ではない。消費税アップも必要。 
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・恥辱、スティグマの再生産 人間を人間として扱っていない。特別の保険証を示し、指定の病院で

しか受診できない。 

・教育扶助 子供のためにちゃんと使われているか？ 給食費を払わないからと給食を食べさせない

学校がある。基礎教育に関わる費用は自治体でまかなうべき。給食を食べさせてもらえない子供に、

どれだけ心の傷を負わせているか。このような問題に何ら議論しない議会は何事だ。 

・「公営住宅」 国交省の乱入 租税特別措置法を拡充して、住宅が今の時代に売れるか？ 

・「住宅」が生活保護の「基軸」であるとの理念がない。 ← 現物給付すべき、自治体の責務とし

て行うべき。 

・国が自治体へ財源を委譲すべき。財源上の条件をきちんとつけるべき。 

 

○改革 セーフティネットの実現へ向け、スティグマを感じさせない生活転換を 

  

＜４ 実施体制について＞ 

○もうひとつ生活保護を考える上で、第一線の「職員」の問題がある 

・社会福祉制度のスタート ＧＨＱの要請 新しい体制を作れと言ったらすぐに出来たと賞賛 

   → 戦中の「公明委員」を「民生委員」に名前を変えただけ。 

・「社会福祉主事」はプロフェッショナルであり、プロフェッショナルであるべき。「民生委員」はボ

ランティアのアマチュア。 

・また、「社会福祉主事」も、文系の大学を卒業し、在学中に「憲法」など３科目を受講していれば、

主事になれてしまう。これでは、プロフェッショナルではない。 

・自治体では、主事の数を増やすために一般職員を主事にさせて、乱切りをさせてきた例がある。こ

れはプロフェッショナルではない。精神的なケアの出来るプロフェッショナルを雇い入れるべきだ。 

・「社会福祉主事」 ８０世帯ごとに１名。「率」の充足だけでなく、中身を見直す必要がある。 

・世の中、簡単にＮＰＯと言うが、生活保護を単に職として食い物にするＮＰＯもいる。 

・扶助の考え方を変えて行くには、ＮＰＯのあり方も大切。 

・「制度」と「財源」の問題があり、「国から来る金が減っているので、効率化を図る」ではなく、ド

ラスティックに国に働きかける必要がある。 

 

 

○パネリスト：平松邦夫(大阪市長) 

       木村陽子(地方財政審議会委員) 

       斉藤貴男(ジャーナリスト) 

       道上正寿(岡山県西粟倉村長) 

○コーディネータ：新藤宗幸(千葉大学教授) 

 

○自己紹介を兼ね 

新藤：自己紹介をかね、一言ずつ。 

平松：抜本的な見直しがされていない。社会、経済構造の変化に対応していない。制度疲労を起こして

パネルディスカッション 
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いる。生活保護世帯、対前年４月比で190.7％。９万５千世帯、12万４千人、2，443億円(平成21

年度)、一般会計の 15％を占める。一自治体でやっていける状態ではない。国の全額負担を実現さ

せるために取りくみ、雇用、労働政策、生活保護制度など、抜本的改革が大

至急必要。このシンポジウムを、そのきっかけ、力づけにしたい。 

あと、大阪市のＰＲです。淀川の水を浄水した「ほんまや」。水都大阪2009 

「淀川の水がこんなに綺麗になりました」と、8月22日から10月12日まで、

様々な取り組みを行います。 

   「大阪講座」 大阪にまつわる様々な話をしに、大阪の人間が「出前講座」

します。気軽に注文して下さい。 

木村：「貧困」の形が変わってきている。誰でも貧困になりうる。中年層に貧困が出ている。これまでは

安定した層だったはずが。 

全体を百人に摸すると、51～100人目の人の所得は下がっていない。１～50人目の所得がグッと

下がっている。所得の少ない人が増えている。 

①３世代にわたって生活保護を受けている世帯が増えてきている。②    。③就労支援に対

する  。 

受給資格がある人の、１～２割りの人しか受給していない。生活保護を受給することが「恥ずか

しいこと」との意識のもとに、なんとかもっている(維持できている)制度。この意識がコロッと変

わったら、現制度は破綻する。 

斉藤：「機会不平等」との本を出した。 

・静岡市：市へ申請に行って相手にされず、役所の担当者を殺しに行って、逮捕された。 

・精神障害で保護を受けている女性：生活保護を受けるための百いくつの質問、排泄の質問を男性

職員に聴かれ、帰りに駐車場で首を吊った。 

・福井県東尋坊：堺市に申請したら、もともと住んでいる東尋坊へ行ってくれ。 

・多重債務者：樹海で死にきれず、生活保護の受給につながった。 

・日本全体がこの 10 年ほど(小泉政権の構造改革以降)、弱い者に対して冷たくなってきた、と感

じる。強い立場の人が、自分の不満を弱い人にぶつける。差別的、見下し、これをエネルギーに

している社会を見直す必要がある。 

道上：岡山県がパッケージで権限移譲。「福祉事務所」を引き受けて１年半。全村580世帯のうちの４世

帯が受給世帯。村長として10年目。合併も含めて厳しい、税としても悪い方へ。「これから、しっ

かりしていかんと、やっていけない。と、福祉事務所を受け取る」と言ったら、全職員が反対した。 

「低コスト・満足社会」を身の丈にあったものとして実現させたい。税の収納率が99％を超える

といった時代から、ここ10年来厳しい状況。全体は節約しながら、どう満足度を上げるか、小さい

(村だ)から出来ることがある。 

新藤：福祉事務所をとるという画期的な取組の村長として来ていただいた。 

 

○なぜ、こうなってしまったのか 

新藤：なぜ、こうなってしまったのか。 

平松：国の経済見直しも１年前はバラ色だった。秋以降、急激に悪化、「派遣村」。国はどこを目指して

いたのか？ 絵に描いた餅だったものを、見直す絶好のチャンス。今こそ、住民に一番近い組織(自

治体)がやること、国がもつべきものを見直すチャンス。 
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木村：制度を変えないできた。運用の方針だけで対応してきた。年齢や人口割合

が変わってきている。大阪では、地方から出てきて単身のまま老人となり、

男性の生活保護者の方が女性より多い。生活保護の問題は、大都市の問題で

ある。公共事業が減り、単純な仕事が減ってきた。生活保護は「ブラックボ

ックス」として利用されてきた。医療、年金、全て生活保護でフォローさせ

てきたが、生活保護制度はそういうものではない。制度改革するのに、（関係

省庁の担当者は）びびっている。 

 

新藤：高齢化は進んでいるかもしれないが、山間部では生活を支えているものは何？ 

道上：財政規模は下から５０番目、面積は5,800ha 納税率が百％と、健全に集められる体制があった。 

→ が、今は94％まで落ちている。婦人会百％であったのが、制度改革により、どこに行くのかわ

からない、認識できないことが起きているのではないか。 

 

新藤：小泉、竹中内閣に対して･･･ 

斉藤：これまでの認識が誤っていた。年末年始で明らかとなったのは「非正規雇用」の問題。95 年に、

日経連が報告書を出し、「人件費を減らそう」と。で、工場が海外へ出て行き、国内では階層化し、

スペシャリストと誰でも出来る仕事に分類。85年から「派遣法」はあったが、この時から派遣が広

く増えていった。 

バブル時代の放漫経営が原因なので、社長が責任を取り退職金を返納し、それでもダメな部分、

人件費に手をつけさせて下さい。それがスジ。 

「貧乏人も金持ちも同じ金額(税額)でいい。国防と警察は、国民が等しくメリットを受けられる

のだから」との主張がある。実際にはそんなことはない。国防も警察も金持ちと貧乏人では対応が

違う。 

竹中 所得の再配分 これを否定している。「砂場で金持ちと貧乏人の子が遊んでいる。金持ちの

子がオモチャをたくさん持っていて、貧乏人の子が金持ちのこのオモチャを盗ってらっしゃいとは

言えない。生活保護とは、それをしている」と。これで評判となり、支持された。 

「派遣切り」として誰の目にも明らかとなったので、(国は)対応しなければならなくなった。 

公設民営の保育所 布団が野ざらし、子供が被害を受ける。 

 Ｑ：このままでは金持ちしか保育園に行けなくなるのでは？ 

 Ａ：私達は日本人ですよ。私達はアメリカ人ほど愚かではないです。 ← 曖昧な言葉でやり

過ごしてきた。 

 

○国の全額負担とは 

新藤：「貧乏人を金持ちにするには、金持ちをもっと金持ちにすること」との話がある。麻生首相の故郷、

飯塚 「先生、明日朝市役所に行きましょう」と誘われた。高級車がズラッと並んでいる。生活保

護の証書を役所に見せて金を受給させ、役所から出てきたところで、金と証書を受け取っている。

高級車は高利貸しの車。国が保証人になっている制度を、高利貸しが食い物にしている。こんな事

を許しておけない、やめさせられる制度に。国に全額負担とはどんな意味なのか？ 

平松：平成21年度、2,400億円、その１／４の600億円が大阪市の負担。医療費が300億円。「生存権」

に基づくなら、国が全額負担すべき。 
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○「扶助」の考え方は 

新藤：「扶助」の考え方については？ 

平松：目標とすべき方向性、例えば高齢者、働けなくなった人をどう社会が助けていくか、そこ(生活保

護を受けなければならなくなる状態)へ行き着くまでの対応、国のあるべきものが無いまま、「生活

保護」に来てしまっている。３種類の方向を、①高齢者を分類する、②５年との年限をつける、

③   、国はそれをちゃんと考えてくれるのか。 

木村：私は地方分権論者ですが、「貧困」は国が担うべき。なぜなら、貧困は突然、地域全体に起こる。

地方交付税は、平均的、将来の見通しのつくものには対応できるが、突然のことには対応できない。 

「住宅扶助」 社会補償を３０年している者にとって、「現金か現物か」の話はおかしいと感じる。

現物扶助は、「あんた此処に住みなさい、この服を着なさい」ということ。ある時代、扶助を受けて

いる人には特定の印の付いた服を着させていた国があった。これは、スティグマ。お金で好きな家、

服を選ぶべき。築20年ぐらいの家に住めるような指導、相談をしている。 

ドイツなら退職者もその会社の保険に入り続けられる。保険料を払えないので医療を受けられな

い、受けない。働いていた時に保険料を支払っていたのに、いざ必要となった時に使えない。 

貧困の問題は、地方に任せられない、対応しきれない。貧困については全国等しいことを行い、

各個人への個別の相談部分を地方が担う。 

 

新藤：「貧困者向けの住宅を造れ」と言っているのではない。きちんとした生活の出来る住宅を造る計画

を持ち、取り組め。 

生活保護の制度の見直しは、国の見直し無しには出来ない。200人の町から300万人の街までが、

ひとつの同じ国保の制度で良いはずがない。 

木村：国保自体が、所得の少ない人のための制度となってしまっている。どこかが所得の少ない人の医

療を受け持つ制度がいる。「生活保護ではスティグマを感じるので、国保で」というのでは、国保が

破綻する。 

 

新藤：580 世帯中４世帯。４世帯のために福祉事務所を引き取ったわけではないですよね。より良くし

たくてだと思うが、事務所はどんな仕事をしているんですか？ 

道上：将来像を見直そうとしている。24人の職員、年に１～２度しかしない仕事

もあり、様々な仕事を兼務している。行政は将来像と、生活像を見直して、

今に追われない。国保は２割負担としている。なので、給付金を減らそうと

の国の思いも。70万人と1,600人、同じではない、制度の使い分けをして欲

しい。 

 

○第一線の地方の職員は 

新藤：第一線でやられている地方の職員についてどうですか？ 

斉藤：取材するということは、何らかの問題がある人が中心となる。高松市は、申請窓口に警官を立ち

会わせ、恫喝して帰させる。 

社会的意義を認識し、申請は受け付け、その人の生活について考えて欲しい。 

暴力団など、一部の人を理由に、本当に扶助を必要としている人が切られてはいけない。 
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新藤：「派遣村」の人達が生活補助を受けられた、厚労省の講堂を明け渡すなんて「異例」である。 

「天王寺から出て行け」もやられ、第一線の職員は･･･？ 

平松：大阪市を「糾弾」のシンボルのように思われているが、メディアの取り上げ方がそう印象づけさ

せた。生活保護の数が多く「濫給」、「職員の空残業」などなど、大阪市が良いことをするはずがな

い。「何であんな大阪市の市長に立候補するんですか」と言われた。生活保護も変なことしとるはず

やと、刷り込みがある。 

大阪市ぐらい、国がやっていないことを先駆けでやって来た地方はない。優しいまちである。万

博で多くの人が大阪に入ってきて、西谷に集まり。 

私もケースワーカに出来るだけ会っている。キッチリ仕事をしている。酔っぱらって怒鳴り込ん

でくる人もいる。きちんと対応している。3，700人、きちっと大阪市はやっています。 

国は富山市の数と比較し、大阪市を非難する。300人を担っているケースワーカ、稼働年齢の70

人、「あの子の家来たで、何で家には来んのや」、そんなのにまで対応している。 

 

新藤：まじめに対応しているのは当然。でも、一般職員。経済学部卒の22歳の人間が、生活保護にどれ

だけ親身に相談にのれますか、それをどう考えるのか？ 

平松：1，500人のケースワーカが必要となる。国は「交付金で措置した」という。直轄負担金の逆です、

どれだけのケースワーカの人件費が交付金に入っているのか公表しろ。 

４万人の職員を減らせというなか、専門職を増やそうとしている。福祉事務所への人事異動通知

書を出すと、辞表を持ってくる子がおる。 

日本が持っている労働制度や様々な問題がある。「派遣村、何で失業保険が出んのや」、そんな制

度上の問題を・・・。 

「働かざる者、食うべからず」、当然です。しかし、「働きたくても、(働き場所が無くて)働けな

い者」はどうすればいいのか。労働をどう考えているのか、ナショナルミニマムをどう考えるのか、

国に訴えていかねばならない。 

 

新藤：生活保護だけでは、勿論済まない。労働問題、社会福祉、医療、年金、でも幅が広がると議論で

きない。児童相談所については？ 

木村：全国70箇所ほどをまわった。「児童相談所と生活保護課には行きたくない」、「問題が難しいのと

達成感が少ない」と聞く。ドイツでも鬱病になる人が多い。専門職でいくのか一般職でいくのかの

問いに、「研修をもっとしっかりとやって欲しい」、「専門の人も欲しい」、「若い人が入ると、若い人

の視点が入るので良い」との声を聴く。「生活保護」と「財政」の両方を見た経験者が重要。専門性

は軸として大事だが、一般職のローテーションを加えていくことも必要。 

 

新藤：研修はやっていないでしょう。地方自治体は。 

平松：大阪市は、あらゆる申請者が来ている。騙そうとする人もいて、対応している。そのための研修

を大阪市はやっている。 

 

○就労支援は 

新藤：就労支援をどうすべきと考えるか。 
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斉藤：今までは「企業社会」がセーフティネットとなっていた。「終身雇用」とし

て国の代わりに企業が担ってきた。これが無くなり、国の負担が増えた。就

労支援のやり方そのものも、見直さなければならない。 

「消費税」は簡単なものではない。消費税がこれ以上あがったら、企業は

もっと倒産していく。消費税は直接税であり間接税。企業は直接税として支

払い、消費者の預かり金であるものを消費者が払わないことがある。 

 

新藤：林業が中心の村と思うが、村の就労支援だけでなく、広げていくべきことは？ 

道上：効率化 農林組合や郵便局が無くなり、職員を減らし、安定雇用が無くなった。我々は、経済状

況を周期的に乗り越えていかねばならない。 

戦後50年ほど、80％、5,000haが人工林。年間、百万、二百万円でいいので、地域の資源で安定

的に得られるよう、各個人のもち山を森林組合へ業務委託している。小さな地域経済に、小さな雇

用の場を設ける。外から大きな企業なんて呼べない。小さな地域経済づくりに取り組んでいる、10

年、20年先を見据えて。 

 

木村：就労支援はこれからの鍵。百万、二百万円あれば地方の経済はなんとかなる。地方の人と仕事を

どうマッチングさせるか。 

失業保険をもらえない人、失業保険をもらっている人、生活保護をもらっている人、この区別無

く就労支援している。また、職が無いから就労支援。 

「就労支援」と「生活支援」の両輪が重要 → 就労できない「障害」を取り除く支援、相談、

職業訓練 → 企業に勤めながら、「この人、良いでしょう」と職業訓練していく など 

生活保護に入ってくる前に救いたい。生活保護を受けると、家も車も無く(手放され)、自立のた

めの手が無くなっている。 

ボーダーライン層のための制度づくりを。 

 

新藤：大阪市の就労支援の実態は？ 生活保護を受けている人を対象に、ハローワークと生活保護の連

携は？ 

平松：19万人の生活保護世帯に対して、保護世帯から抜けるのは年間に160世帯ぐらい。現場の職員は

達成感を持ちにくい。 

稼働年齢の方には「資格」を持って欲しい。広く多くの方に講座を受けていただきたく、商工会

と連携している。 

あいりん地区 高齢化が急激に進んでいる。万博の時に30歳出来た人は69歳、酒で体を壊して

いて、就労を言っていくボランティアの人達も精が無い、言うのが辛い。 

若い稼働世代までが、 後のセーフティネットに入ってきてしまっている。 

 

新藤：高齢者に就労支援なんて無理。若年層の就労支援、母子の支援は？ 

平松：若年層に対しては、ケースワーカ、ハローワーク、経済界、役所が連携してやっている。 

政令市は不十分。府がやるべきことを、何の財源も無く、政令市にやらされている。 

資格を持ってもらう、ワープロ資格や介護関係の資格など。 
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＜フロアからの質疑＞ 

Ｑ(宮城県議会 みやはら)：新藤先生に、「濫給」と「乱切り」、どちらが問題か？ 木村先生に、働い

て一定の所得を得ると減税される「勤労控除制度」は、働く意欲を生み、税収の増につながる良い

制度と思うが、お考えを。 

新藤：どちらがという問題ではない。 

木村：働く意欲を阻害しないという点では良い。 

 

Ｑ（埼玉県蓮田市 さいとう）：小泉構造改革で起こった現状が、「チェンジ」すれば元に戻れるのか？ 

斉藤：基本的には、戻らない。「終身雇用」に戻せるぐらいなら、苦労がない。 

高コスト構造の原因である人件費を縮小しようとしたことは正しかろう。ハイリターン・ハイリ

スク、ハイリターンは経営者がガメ、ハイリスクの時は国におっかぶせられている。経営責任を追

求していく国や労働組合が必要。企業がセーフティネットだったというのは、その時代はそうする

ことが、コスト低減となっていた構造があるからだろう。 

 

Ｃ(東京の自治体職員)：児童相談所、生活保護課は人気がないと言われるが、一人で70～80名を担当す

るので、若い今しかできない、若い今なら出来ると、意欲を持って取り組んでいる職員がいること

を忘れないで欲しい。 

「自立支援法」 障害者なら成り立つかなと思っていた。今は、スキルを持っていても就職でき

ないのが今の社会ではないか。 

木村：頑張っている人がいるのは事実、知っている。生活保護担当からの配置換えを断り、生き字引の

ような人がいることを、紹介しなくてすいませんでした。 

マッチングの問題が大きい。「自分は製造業しかしてきていないので、それ以外はダメ」とか。馴

れるため、マッチングの取組が出来ていないことが問題。 

 

○改革のポイントは 

新藤：ここが改革のポイントだというとこを、一言ずつ。 

平松：「人間としての生きがい」、それをどうやって教えるかという教育の問題が大切。年金をコツコツ

40 年間かけても月に６万４千円。その傍らで、医療費がタダで、月に12 万６千円もろうとる人が

おる。こんな制度をおいていていいのか。 

権利である憲法２５条の「生存権」を言う前には、国民の義務を果たして。何か抜けていると感

じられてなりません。 

木村：労働、教育、医療、タッグを組んでやらねばならない。「勤労を尊ぶこと」を基本におく。 

斉藤：絵で見てわかりやすい形でクローズアップされた「派遣村」 → 生活保護にばかりクローズア

ップされてしまい、これは問題を歪曲してしまう。生活保護の状態へ落ちる背景への対応が必要。 

道上：就労と個人 「低コスト満足社会」の実現へ向け頑張っている。 

新藤：この手の話になると、「分権論者」より「集権論者」がバッと出てくる。福祉の話になると急に集

権論者が出てくる。 

全面的な自治事務に換えろ。その方が地域の住民にあった生活保護が作れるはずだ。集権論から

大胆に脱却すべきだ。これが私の意見。 

－ 以上 － 


