
生活保護「自立支援プログラム」 

―― 釧路市のとりくみ ―― 

 北海道 党釧路市議団長 石川明美 
 
「スーパーの買い物はひとつのレジ袋ですむように、たくさん買わないようにしている。

両手でたくさん持って出ると、何を言われるかわからない」、「生活保護を受けるようにな

ったら、突然『男が出入りしている』と密告され、ショックを受けた」――私は 13 年間
議員活動をしてきましたが、生活保護を受けている方がたからの訴えの質が変わってきて

いる感がしてきています。 
いま生活保護をめぐって、「あいつらは税金で酒やパチンコをやっている」「働いている

我々より楽をしている」など、地域の中で「批判と攻撃、密告」が生まれています。私が

「生活保護は憲法 25条で定められた権利です」などと主張すれば、「お前は何を言ってい
るのか」と批判されかねない状況です。そのため肩身を狭くして暮らしている多くの生活

保護受給者がいます。こうしたことがとりわけ強まったのは小泉「構造改革」路線以降で

あり、非正規労働などワーキングプアといわれる低賃金労働者が増大してからではないか

と思います。 
 経済の長期停滞が続くなか、生活保護受給者が急速に増大しており、「水際作戦」、「硫黄

島作戦」などの言葉が生活保護行政と結び付けられ報道されたのは、つい最近の出来事で

す。そして入り口（申請）だけでなく、出口（保護廃止）にむけた受給者に対する「自立

支援プログラム」という名の取り組みが、全国の自治体ではじまっています。厚生労働省

は、「自立支援プログラム」を全国の自治体で取り組むよう積極的に推進し、数多くの文書

を出しています。この「自立支援プログラム」を初期の段階から取り組んできた自治体の

ひとつが釧路市です。 
 釧路市は７年前から被保護者の「就労自立」支援にとどまらない日常生活の「自立」に

むけた取り組みを行なっています。その実践をもとに「希望をもって生きる――生活保護

の常識を覆す釧路チャレンジ」（釧路市福祉部生活福祉事務所編集委員会編）という本にま

とめました。 
本稿では、釧路市での取り組みを通じて、いま全国的に展開されている「自立支援プロ

グラム」のもつ本来の意味とその問題点を考えてみたいと思います。 
 
地方経済の疲弊、増大する生活保護 
 
 北海道の道東地域にある釧路市は、北洋漁業

の一大基地として栄え、エネルギー産業の土台

であった石炭を算出し、製紙業の盛んな街とし

て発展してきました。この時期のこととして「胴

巻きにぶ厚い万札をつっこんだ人たちで繁華街

がにぎわった」という夢のような話しが語り継

がれています。 
 しかし、水産や石炭などの基幹産業が衰退し、

バブル崩壊後の釧路市は地域経済の規模が長期

にわたって縮小を始めています。とりわけ 2001年
に採炭が引き継がれたとはいえ、約 1,000人の失
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業者が生まれました。こうした地域特性



とともに「失われた 20 年」ともいわれる日本経済の長期停滞の影響を受け、人口減と地
域経済の疲弊が進行し、有効求人倍率は 0.3～0.4の状態が続いています。2010年 5月に
は 0.26という数値を記録しました。そして市内の賃金水準は、限りなく最低賃金に近づき
つつあります。 
 ハローワーク釧路で求人情報を調べると、賃金は初任給で 12万円から 15万円程度が多
く、家賃や車のローンなどを払うとほとんど残らないという水準です。タクシー労働者に

おいては、最低賃金すら払われず、労働基準監督署に申告した労働者を解雇する事件さえ

起きました。さらに若い人たちは、二人に一人が「非正規雇用」という現実になっていま

す。長年にわたって建設産業を支えてきた季節労働者*への制度もなくなりつつあり、公共
事業の激減のなか、生活苦に陥っています。 
こうした経済状況のなか、生活保護が 80 人に１人という全国平均と比較して、釧路市
では 20人に１人となり、その数はさらに増大しつつあります。（12月末現在、53.0‰） 
このため、生活保護費の増大を、「財政を圧迫している原因」と受けとめるような雰囲気

がかもし出されています。釧路市議会の一部保守系議員のなかから「なんでこんなに増え

るのか」「不正受給はないのか」などの批判と追及も起きています。しかし生活保護の財政

は四分の三が国の負担であり、釧路市が負担する残り四分の一のかなりの部分は地方交付

税に算入されています。そして生活保護費は「ムダ金」ではなく、人間としての生活を守

るとともに、そのほとんどが消費され、地域経済の循環を構成を構成する下支えとなって

いる、といえるでしょう。 
 

＊季節労働者 
 北海道は冬季間の積雪により、建築・土木などの仕事がなくなり、約 10万人の労働者が失業状態とな
る。夏の間、六ヶ月間の雇用を条件に特例一時金 40日分が支給されるが、最近は六ヶ月を満たせず受給
できない季節労働者がいる。過去には 90日分が支給されていた。また「季節労働者冬期援護制度」も改
悪され、冬季間の生活を支援するものではなくなった。 
 
 
最初は母子世帯への援助プログラムから 
 
 2003年（平成 15年）に厚生労働省から、母子世帯の保護受給率が高い釧路市に「母子
の自立支援モデル事業」が提案されました。市はこの提案を受け、2004 年、05 年の二ヵ
年事業としてとりくみを始め、2006年から本格的な「自立支援プログラム」に取り組んで
きました。（「希望をもって生きる――生活保護の常識を覆す釧路チャレンジ」18 ㌻～38
㌻） 
このとりくみのなかで、「中間的就労」という概念が生まれ発展してきています。「就労

イコール自立」ということではなく、公園の清掃、介護事業所でのお手伝いや障がい者施

設での他者とのふれあいなど、働くこと自体を楽しみ、仕事を通じての他者との交流など

のなかで、人間としての成長を感じとっている方がたが生まれてきました。 
これは「就労」ではなく、まさに「中間的就労」といえます。しかし従来からとりくま

れている「就労指導」との違いや、「これで自立できるのか」など、さまざまな悩みを抱え

ながらのとりくみであり、試行錯誤の連続といえます。 
 ハローワークなどと連携した「就労支援プログラム」、公園の清掃や介護事業所と連携し

た「就業体験的ボランティアプログラム」、親子料理教室などの「日常生活意欲向上支援プ

ログラム」、農園作業などの「就業体験プログラム」、従来から行なってきた多重債務や託

児支援など「その他のプログラム」と多種多様な形態をもつ 25 程度のプログラムが生ま
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れてきました。（表参照） 
 
子どもたちへの支援「高校に行こう会」 
 
 この取り組みのなかで、母子世帯の子どもへの支援をどうとりくむのかがクローズアッ

プされてきました。中学 3年生の高校進学問題です。（前掲書 39㌻～46㌻） 
 釧路公立大学の共同研究における釧路市の「生活保護受給母子世帯の自立支援に関する

基礎的研究」*は、被保護の母子世帯の親の学歴状況は低学歴が多く、高校進学が大きな課
題であることを浮きぼりにしています。そしてケースワーカーの実際の体験からも、母子

世帯の子どもたちの「学力」対策が必要と感じられていたようです。 
こうして始まった「高校へ行こう会」は、当初の予想をはるかに上回り、子どもたちの

成長を促し、「『学校でも、家でも、塾でもなく、教えてやるのでもない子どもの居場所』

づくりにつながった」という評価になりました。そして先生役であり相談役でもあり、一

緒に遊ぶ仲間として参加した高齢の被保護者が元気になることにもつながっていきました。

（P47） 
 こうした地域づくりにつながる「居場所づくり」となったコミュニティハウス冬月荘に

は、多く人びとが視察に訪れました。自立生活サポートセンター・もやいの湯浅誠氏も昨

年視察に訪れ、「生活保護受給者の社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会」の

報告にもふれられています。（2010年 7月に報告書がまとめられている**） 
最初にふれたように、生活保護を受けている方がたを「なまけ者」、「お荷物」などと、

地域のなかでは「社会的排除」の様相すら見うけられる現実もあるなかで、ともすれば対

立関係に陥りやすい被保護者と地域住民とが、「自立支援プログラム」によっていっしょに

行動することで、お互いの溝が埋まり、地域のなかに新しいコミュニティが生まれつつあ

ります。言葉を言い換えると「地域づくり・まちづくり」に発展しています。 
 障がい者政策における概念として「インテグレーション（統合）」から「インクルージョ

ン（包摂）」への発展という考えがあります。こうしたとりくみをつうじて、このインクル

ージョンという概念が単なる障がい者施策ではなく、地域のなかにもみられるようになっ

ています。 
釧路市における「自立支援プログラム」は、地域のなかで失われつつある住民のつなが

りの再構築の芽として生まれてきています。そしてプログラムに参加することをつうじて、

家に閉じこもりがちな生活保護を受けている方がたが「自尊心」を取り戻し、「いきがい」

をもつことにつながりつつあります。 
 

*「生活保護受給母子世帯の自立支援に関する基礎的研究」は 2004～05 年にかけて行なった母子世帯の
アンケート調査にもとづく研究成果。釧路公立大学のホームページからダウンロードできます。 
 
**厚生労働省のホームページの左側の報道発表。2010年 7月をクリック。26日付に「生活保護受給者の
社会的な居場所づくりと新しい公共に関する研究会報告書について」があり、ダウンロードできます。 
 
 
生活保護行政の「考え方」のコペルニクス的転換 
 
釧路市の取り組んできた「自立支援プログラム」は、まさに試行錯誤の連続といえます。 
ケースワーカーや支援員が被保護者と一緒に仕事をしたり、冬月荘の「勉強会」で中学

生とともに悩んだりしています。また福祉事務所の所長みずから被保護者とともに公園の
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清掃に出向き、一緒に作業を行なうなど、実践のなかから生まれてきました。 
これは担当者の言葉をかりれば「社会のお荷物的見方から、人づくり、まちづくり、」で

あり、「対策」、「指導」からのコペルニクス的転換といえます。 
 生活保護にいたる過程や被保護者となった個々の人たちには、まざまな状況があり、一

人として同じケースはありません。一人ひとりに寄り添う懇切丁寧な取り組みが求められ

ています。 
 しかし議員として私が外部から見ていると、保護申請時に「何でここに来たのかと怒ら

れた」「書類を目の前に投げつけられた」「怖かった」、また病気などで若くして被保護者と

なった方からは「働け、働けと何回も言われてノイローゼになりそう」という訴えも寄せ

られています。これは生活保護行政における入り口や出口に「逆ゆれ」ともいえる状況が

生まれているといえるのではないでしょうか。ケースワーカーのなかにも、繰り返し「指

導」、「対策」的な考え方が頭を持ち上げているものであり、これらを克服していく過程が、

いまだ続いていることをあらわしています。 
生活保護の現場で働くケースワーク業務の大変さは、私たちの想像をはるかに超えるも

のがあります。善意が悪意にとられたり、攻撃的な性格をもっている被保護者やアルコー

ル依存症者などへの対応で疲れてしまったりと、私自身も“大丈夫かな”と心配になる若

いケースワーカーもいます。ぜひ困難を克服し、基本的人権をしっかり身につけたケース

ワーク業務のベテランとして成長していただきたいと願うものです。 
私の周りでは、1970年代前後の大学で、権利としての社会保障論を学び、身につけて育

った世代が退職しつつあります。憲法の基本的人権にしっかりと裏づけされたケースワー

カーを育てていくこと、そして本来のケースワーク業務の「継承」も大きな課題となって

います。 
 そのためにも毎年つづいているケースワーカー不足を解消しなければなりません。党市

議団は、議会質問のなかでケースワーカー不足が自立支援の障害要因であることを明らか

にさせ、増員するよう求めてきました。なお生活保護費の四分の三は国の負担となってい

ますが、ケースワーカーの人件費は含まれていません。ケースワーカー不足の解消のため

にも、またケースワーカー全員が「社会福祉主事」の資格取得をできるように、人件費を

国が全額負担することが求められています。 
 
「自立支援プログラム」の「理念」こそが重要 
 
 私は生活保護の相談を受けたとき、多少でも働く能力がある方には、「軽い仕事を見つけ

るように」と最後にひとこと付け加えることがあります。もちろん相手を見たうえでの助

言です。働く能力がありながら生活保護が長期間にわたると、人との関係が希薄となり、

「自尊心」が低下していく場合があります。 
釧路市がとりくんでいる「自立支援プログラム」は、自らが傷つき、人間としての尊厳

を失いつつある被保護者にたいして、人として成長できるように、大きな入り口を提供す

るものであり、それが人づくり・まちづくりへとつながっていきます。そして人々が、社

会のなかで何らかの能力を発揮できる環境をつくりあげるものと考えます。 
「指導や対策」、「保護費削減」からの接近では、「自立支援プログラム」は形骸化し、ア

メとムチに変質しかねません。だからこそ「自立支援プログラム」の「理念」そのものが

ますます重要になってきているといえます。 
市の担当者は、各地のとりくみなどから、「ＮＰＯなどに『丸投げ』であったり、成果主

義が強いところもある」、「生活保護対策という範囲ではなく、人づくりまちづくりとして

20年、30年後を見すえたとりくみがもとめられる」など問題点を指摘し、「だからこそ理
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念を」と強調しています。 
 昨年 10 月に指定都市市長会の「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*」が発表されました。 
 この「改革案」は、生活保護者に医療費の一部負担の導入や「集中的かつ強力な就労支

援」を導入し、３～５年の期限付きの生活保護制度に変えようとするものです。 
これは財政負担をいかに減らすかという発想であり、釧路市が取り組んできた「自立支

援プログラム」と対極的位置にあるといえます。端的にいえば、「最後のセイフティネット」

に大穴を開けるものであり、ムチ以外のなにものでもありません。 
そもそもなぜ生活保護受給者が増えているのか。「改革案」では理由を述べていますが、

まったく現実を理解していないといえます。雇用の悪化や非正規社員の増加を防ぐこと、

そして雇用保険の空洞化や医療費の 3割負担など、劣悪な社会保障制度に手を入れないか
ぎり、解決はありえません。最低保障年金や生活できる年金額への引き上げ、時給千円以

上の最低賃金の実現だけでも、生活保護の激減につながるでしょう。 
 長い間の自公政治により、重層的なセイフティネットに次々と穴が開けられてきました。

サッカー場にたとえれば、FW、MFや DFが政治という審判員によって次々と退場させら
れ、GKだけがボールを必死に受け止めている状況ではないでしょうか。 
 いま政府や「市長会」がやるべきことは、派遣労働法を抜本的に改正し正社員を増やし

ていくこと、壊されてきた雇用保険や医療保険を本来のセイフティネットに高めていくこ

と、さらに生活保護を最後のセイフティネットとして充実させること、ではないでしょう

か。このセイフティネットを強化・充実せずに、「第二のセイフティネット*」をつくろう
としても、それは新たな貧困層を生み出す結果にしかなりません。 
 憲法 97 条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由
獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国

民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していま

す。この基本的人権に 5年の有効期限を設定することなどは憲法への明確な挑戦です。私
たちは、自公政治を終わらせた国民的エネルギーで、「ゆり戻し」を食い止め、さらなる「社

会的連帯で社会的反撃」を開始することが求められています。 
 最後に「自立支援プログラム」の誕生と発展、その苦労を描いた前掲「希望をもって生

きる」と釧路市の生活保護を描いた「ルポ 生活保護」（本田良一著、中公新書）を読んで

いただければ、私の拙文よりいっそう理解が深まると思いますので、ぜひご一読ください。 
 

以上 
*指定都市市長会の生活保護制度改革案 
 2010年 10 月 20日に全国 19の政令指定市でつくる指定都市市長会が、民主党と厚生労働省に生活保
護制度の抜本改正を要望した改革案。指定都市市長会のホームページ、「意見表明・活動報告」の項「平

成 22年度」に掲載。 
 
**第二のセーフティネット 
厚生労働省のホームページに「第二のセーフティネット支援ガイド」があります。 

 
 

「議会と自治体」2011年 4月号に掲載 
          

 
 

 5



表　自立支援プログラム推進事業（部分）

78 1,123

8 338

NPO法人
9 404

株式会社
7 101

45 1,013

出典：釧路市「2010年度自立支援プログラム報告書から　（注：委託先の固有名詞は削除しました）

項　目 個別プログラム名 内　　　　　　　容 委託先 参加実人員 延べ参加者数

２、就業体験的
　　ボランティア
　　プログラム

公園管理ボランティア
体験事業

中高齢者や引きこもり等で、未就労期間が長期である等の事情によ
り就労意欲に欠ける者等を対象に、ボランティアとして「公園管理業
務」を体験することにより、社会参加と就労意欲の形成を促す。

釧路市公
園緑化協
会

29 212

動物園環境整備ボラ
ンティア体験事業

中高齢者や引きこもり等で、未就労期間が長期である等の事情によ
り就労意欲に欠ける者等を対象に、ボランティアとして「動物園管理
業務」を体験することにより、社会参加と就労意欲の形成を促す。

NPO法人 26 453

ヘルパー同行ボラン
ティア体験事業

母子世帯を中心に、「介護支援事業者」の協力を得てヘルパーの
同行によるボランティアを体験し、社会参加と就労意欲形成を促す。

民間介護
事業所 0 0

障がい者作業所等
ボランティア体験事業

「障がい者作業所」や「グループホーム」のボランティアを通じて社会
参加と就労意欲を促す。

NPO法人

2 57

介護施設におけるボ
ランティア体験事業

「認知症対応型グループホーム」において、入所者の話し相手等の
ボランティアを体験し、社会参加意欲の形成を促す。

グループホ

3 16

「地域福祉事業所」デイサービスにおいて、利用者の話相手等のボ
ラティアを体験し、社会参加意欲の形成を促す。

民間介護事

12 210

「介護老人保健施設」において、利用者の話し相手等のボランティア
を体験し、社会参加意欲の形成を促す。

介護老人保

4 80

95

重度障がい児生活介
護
施設におけるボラン
ティ

重度障がい児生活介護の手伝い等のボランティアを体験し、社会
参加意欲の形成を促す。

民間介護
事業所 0 0

病院ボランティア体験
事業

入院患者の話し相手などの病院ボランティアとしての活動を体験し、
社会参加意欲の形成を促す。

民間病院

2

参　　　　　加　　　　　者　　　　　計

項　目 個別プログラム名 内　　　　　　　容 委託先 参加実人員延べ参加者数

３、日常生活意
欲
　　向上支援プ
ロ
グラム

NPO法人における意
欲
向上事業

日常生活の中で孤立しがちな母子世帯等を対象に、NPO法人の
協力により、「親子サロン」「親子料理教室」「就職準備講習会」な
どへの参加を働きかけ、他の母子世帯との交流を図り、日常生活
への意欲向上を促す。

NPO法人

8 338

参　　　　　加　　　　　者　　　　　計

項　目 個別プログラム名 内　　　　　　　容 委託先 参加実人員延べ参加者数

４、就業体験プ
ロ
　　グラム

知的障がい者授産施
設における作業体験
事業

様々な事情で就労に不安を感じている被保護者（稼動年齢層）を
対象に、知的障がい者授産施設での就労体験を通して就労に対
する意識啓発と自信の回復を図り、以って自立を支援する。

NPO法人

23 386

精神障がい者授産施
設における作業体験
事業

様々な事情で就労に不安を感じている被保護者（稼動年齢層）を
対象に、精神障がい者授産施設での就労体験を通して就労に対
する意識啓発と自信の回復を図り、以って自立を支援する。

参　　　　　加　　　　　者　　　　　計

社会福祉
法人 6 122

農園における農作業
体験事業

様々な事情で就労に不安を感じている被保護者（稼動年齢層）を
対象に、阿寒町での農作業の体験を通して就労に対する意識啓
発と自信の回復を図り、以って自立を支援する。


