見本
新

社会福祉士養成課程対応

貧困に対する支援
渋谷 哲

編

見本

はじめに

本書は２
０
２
１
（令和３）年度から新たに始まる社会福祉士養成課程のカリキュ
ラムに基づき、
「複合化・複雑化した福祉課題及び包括的な支援の理解」に
位置づけられている、科目「貧困に対する支援」に対応したテキストである。
近年、ホームレスやワーキングプアなど、現代社会のなかで構造的に生み
出された新たな貧困、さらに、子どもの貧困や生活保護制度運用の問題点等
が指摘されている。本書はこれらの問題に対して、ソーシャルワーカーにど
のような役割や行動が求められているのかを基軸にしながら、貧困という生
活課題を抱えた低所得者に対する支援について具体的に学べるように構成し
た。
貧困という生活課題を抱えた低所得者に対する制度には、生活保護制度や
社会手当による経済的給付、生活困窮者自立支援制度、ホームレスへの支援、
生活福祉資金貸付制度、医療サービスや住宅サービス、就労支援サービス等
があり、そこにはソーシャルワーカーによる支援が必要なので、本書は「貧
困に対する支援の制度と方法」といった内容になっている。
また、執筆者の多くはソーシャルワーカーとして低所得者への支援に従事
していた経験をもつので、支援にあたっての具体的な方法や現場での実際の
運用を念頭に執筆していただいた。ソーシャルワーカーを目指すみなさんが
本書で学び、貧困という生活課題を抱えた低所得者への支援に従事するソー
シャルワーカーが誕生することを執筆者全員が願っている。
なお、本書を新養成課程スタートと同時に発行することができたのは、企
画に賛同いただいた執筆者の熱い思いと、出版社である（株）みらいの荻原
太志氏と西尾敦氏のご理解と丁寧な編集があったからである。ここに改めて
感謝の言葉を述べたい。
２
０
２
１年２月
編者

渋谷

哲
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第

章

見本
貧困階層の生活実態

!本章のねらい
本章では、貧困階層の生活実態とそれを取り巻く社会情勢、福祉需要（福祉ニー
ズ）をみていく。
まず、日本の雇用問題を取り上げ、勤労者の所得状況、高齢者世帯と母子世帯の
生活状況から、日本の貧困問題について社会福祉の視点から考えてみたい。

プロローグ

貧困生活のなかでの認知症の祖母と孫との生活環境を考える

【現状】 春子さん（女性：７４歳）は孫である沙織さん（１２歳：小学校６年
生）
、幸夫君（７歳：小学校２年生）と北海道Ａ市の古い家屋で生活してお
り、歩行は杖歩行で不安定だが、日常生活は沙織さんの助けを借りて何とか
できている。しかし、３か月前から軽度の認知症の症状がではじめ、最近で
は物忘れや記憶違い、火の消し忘れなどが多くなってきている。
在宅生活の継続に不安要素が強まるばかりであり、健康がすぐれないこと
を理由に「他人とのかかわりもほとんどなくなってきている」と地域の人は
心配しており、近所でも見かけることが少なくなっている。
沙織さんと幸夫君も不登校気味であるが、学校の先生や友人の迎えがある
などの支援があり、不定期ではあるが何とか通学している。
【生活歴】 半年前までは、春子さんとその息子、沙織さんと幸夫君の４人
で生活し、日常的にはまだ元気であった春子さんが家事を含めた生活全般を
みてきた。しかし、同居していた息子が突然自殺をしてしまった。息子の妻
（沙織さんと幸夫君の母）は、２年前に「仕事を探す」と言ったまま帰らず、
その後数回電話があったが、現在も行方不明である。
近所の人の話では、息子さんの自殺の原因は長年勤めていた会社が数年前
に倒産し、その後も求職活動をするが思わしくなく、生活を維持するためや
むなく借金を重ね、精神的にも肉体的にも疲労が重なっていたのではとの推
測であった。
【生活環境】 経済的には、春子さんの老齢基礎年金（月額６万５，
１４１円）
と児童手当（月額２万円）、今月から児童扶養手当（月額５万３，
３５０円）が支
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給され、不足分は貯金を取り崩しており生活はとても苦しい。また援助して
くれる親族はない。

３人は現状のままの在宅生活を望んでいるが、関係者は春子さんの状態を
考えると、沙織さんと幸夫君の養育環境としては「不適切」であることから
３人の施設入所を検討している。
【今後の生活の見通し】 春子さんと沙織さん、幸夫君の今後の生活拠点に
ついて、近々、地域包括支援センターのソーシャルワーカーを中心に関係者
が集まり、支援会議が開催される予定である。しかし、さまざまな生活課題
を抱える３人への支援のために、どこまでの機関や関係者に呼びかければよ
いのかわからない状態である。
【ソーシャルワーカーの苦悩】 地域包括支援センターのソーシャルワー
カーとしては、３人の希望を尊重して在宅生活を継続できる方法はないのか
考えているが、特に沙織さんと幸夫君の生活や教育など養育環境をどう整え
るのか思案中である。
「この世帯の希望を尊重すること」が本当によいとは言い切れない気もし
ているし、家出をしたと思われる母親を捜索し戻ってもらえばよいのか、た
とえば母親が新たな家庭をもっているとしたら、その家庭生活を壊してもよ
いのか…
生活の安定ということを考えるのであれば、春子さんは「特別養護老人
ホーム」、沙織さんと幸夫君は「児童養護施設」との意見もある。地域の人
からは「このままでは失火の可能性も否定できず、安全なところに入所させ
てほしい」との意見が多く、ソーシャルワーカーの苦悩は深い。

１．貧困階層が生み出される背景と問題
! 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」という重い課題
１９４６（昭和２１）年に日本国憲法が公布され、第２５条に「生存権、国の生存
権保障義務」として次の条文が規定されている。
日本国憲法 第２
５条
１ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及
び増進に努めなければならない。
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第１章 貧困階層の生活実態

その憲法第２５条を国民の権利として具体化したものが、みなさんがこれか
ら学習していく、１９５０（昭和２５）年に成立した「生活保護法」である。
その第１条には次のように規定されている。

生活保護法 第１条（この法律の目的）
この法律は、日本国憲法第２
５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべ
ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活
を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

１
９
５
７（昭和３２）年、岡山県の療養所で生活保護を受けて長期入院していた
朝日茂氏が、当時の生活保護基準では、憲法第２５条にある「健康で文化的な
生活」を送ることが困難であり、憲法で保障している「生存権」を侵害して
いるとして、当時の厚生大臣に対して裁判を起こした。その結果、一審で国
が敗訴して朝日氏の主張が通った裁判が「朝日訴訟」＊１である。

＊１ 朝日訴訟
第４章p．
６
４参照。

当時、民主主義とはいえ一市民が国を相手に訴え、それに勝訴するという
ことは社会に大きな衝撃をもたらした。この裁判は「人間裁判」ともいわれ、
朝日氏は「最低生活の保障」や「貧困」は国家の責任であることを訴え続け
たのである。
それから５
０年以上が経過したが、生活保護法は今も「最後のセーフティネッ
ト」といわれ、特に経済的貧困に陥った人々の最後の生活保障であり続けて
いる。しかし、当時から綿々と続いている生活保護制度が現代社会と適合し
なくなってきており、新しい形態の制度の導入が必要であるとの認識が強
まった。そのことを受け厚生労働省から「生活保護制度の在り方に関する専
門委員会報告書」が２００４（平成１
６）年１
２月に出された。報告書では多くの生
活保護実施体制上の検討課題が問題提起されるとともに、時代に合った具体
的な提案がなされ、その後いくつかの制度改正が実施された。
しかしながら、
「生活保護は生活に困窮する方への最低限度の生活を保障
するものである」という原則を前提として生活保護制度を学んでほしい。

!

低所得者が生み出される背景−日本の雇用問題から−

バブル経済の崩壊がもたらしたもの
日本では、バブル期（おおむね１９８６［昭和６
１］年１２月〜１
９９１［平成３］年
２月までの４年３か月［５１か月］間を指す）を境に、それまでの雇用形態が
大きく変化したといわれている。
戦後日本経済の特徴は、
「大企業中心経済・企業依存型社会」であった。
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すなわち、戦後日本の経済的大躍進の特徴といえる「新規参入や価格に対す

るさまざまな規制」
「公共事業の持続的拡大」をベースにしていたものであっ
た。
しかし、１９９１（平成３）年２月に全世界的な株の暴落が始まり、それを契
機として一挙に経済的に閉塞状況（バブル経済の崩壊）となり、これまで日
本を支えてきた「年功序列・終身雇用」が崩壊した。その経済環境の大きな
変化に対応できなかった大企業の倒産は日本中を震撼させ、そこで働いてい
た正社員の解雇に始まり、これが中小・零細企業の連鎖的な倒産や解雇の増
加、失業率の急増と雇用不安になっていった。

また、景気減速による税収入不足が、国や地方公共団体の財政悪化を招き、
拡大の一途であった道路や建物の整備などの「公共事業」が著しく減少し、
それに従事していた建設関係の非正規雇用労働者などの仕事も減少した。そ
の結果、一部はホームレスとなり、マスコミでも社会問題として大きく取り
上げられ、生活不安が一挙に広がった。
ワーキングプアの問題
現在、正規社員の減少と非正規社員の増加という形で表面化してきている
問題が「ワーキングプア」という働く貧困層の増加である。労働分野での国
による規制緩和により、企業の採用の方法について柔軟性が増し、パート・
アルバイトなどの著しい増加につながった。非正規雇用者は図１−１の通り、
１９８５（昭和６０）年には６５５万人であったが、２０１９（令和元）年には２，
１６５万人
に増加した。非正規雇用者比率も上昇し、雇用される人の３分の１以上が非
正規雇用者である。
これは、正規雇用者すなわち終身雇用・年功賃金の採用で、経済的にも安
定し、厚生年金や健康保険、失業保険など多くの社会保険で守られ、
「就職
時から定年で離職するまで、計画的で持続的な家族形態で生活できる」とい
う、日本においてのかつての労働慣行が大きく変質しているということであ
る。そして、それらの保障を十分に受けることができない非正規雇用の労働
形態が企業で求められるようになったが、その原因としては次のようなこと
が指摘されている。
! わが国で大きな問題となっている食糧・加工品など海外依存度の増加
" 人件費の抑制を主な目的とした、アジアを中心とした生産拠点の海外
進出
# 企業の収益性を高めるためのコストの低減化と労働の流動性を高める
必要性
$ IT化に伴う定型的な業務の減少と業務の省略化
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