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 ２００８年もいつの間にか早半ば・・・。新緑の候に入りました。お変わりなくご活躍の日々をお過

ごしのことと存じます。この６月、カサ・デ・アミーゴス、１７回目の総会を間近に迎えることになり

ました。皆様の暖かく、絶え間ないご支援・応援に支えられて総会を開くことを感謝し喜びおります。 

 マンネリ化と老齢化で錆び付いてきたように感じますこの頃ですが、この総会をチャンスに、若返り

して、新しいアイデアと新しい力で活性化したいと願っております。 

そのような訳で、皆様のご支援・ご協力におすがりしたいと思っております。 

この度の総会は、講演として「在日外国人と労働問題」と題して、旧来より周知の間柄である、神奈

川シティユニオン委員長村山敏さんにお越し頂き開催することとなりました。御多用な日々、色々とご

都合がございましょうが、是非、御足労頂きますようお願い申し上げます。お目にかかれるのをたのし

みにしながら・・・。 

 

       お心のこもった御寄附、会費を頂きましてありがとうございます。 

カトリック御殿場教会様 青野 キヌヨ様 

カトリック裾野教会様 遠藤 俊子様 

藤沢 勝美、孝子様 渡辺 きちこ様 

 

＜お知らせ＞ 

  ６月１５日（日） 午後３時１５分～ 御殿場例会 

６月２７日（金） 夜７時～     三島例会    

    ＜特 報＞ 

（１） カサ・デ・アミーゴス総会  ６月７日（土）午後２時から 

                      カトリック三島教会ホール 

 

（２） 移住労働者と連帯する全国フォーラム（移住連） 

                  ６月１４日（土）１３時～・１５日（日） 

                  会場：川崎市教育文化会館 

 

 

 

 

 

 

 

事務所：三島市緑町 12-4 三島カトリック教会内 代表 尾高 良子 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-981-3599 
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＜最近の出来事＞ 
 ５月２７日、支援者のＯさんから連絡が入った。東京在住、フィリッピン国籍のＰさん親子が酒乱の

日本人夫の暴力から逃れて三島にやってきたという。親子３人、友人を頼って着の身着のまま逃げるよ

うにして三島にやってきた。だが、急なことで行く当てもない。当日はビジネスホテルに泊まった。連

絡を受け、夜、Ｏさんとそのホテルに向かい、話を聞くと所持金は 5 千円だけ、明日からの生活の目途

が立たない。翌日、アミーゴスの事務所で善後策を相談した。とりあえず市の窓口に相談し、対応して

もらうことにした。 

ＤＶ（ドメスチク・バイオレンス）関係の窓口は子育て支援課という。色々話をすると、ＤＶと認定

するには問題があった。東京での行政の窓口でＤＶとして相談したのか？、警察への相談は？、暴力を

受けた傷の痕跡は？、差し当たり身の危険は？・・・。ＤＶと認定されれば県の対応で緊急避難の措置

が受けられるというが、ＤＶといえるかどうか微妙だとの判断。 

 三島市として対応できるのは住居が市内にある場合だけという。Ｐさんは意を決して飛び出し、もう

東京に戻るつもりは無い。できれば、知り合いのいる三島で暮らしたいという。早速、三島市に外国人

登録を移した。住所は支援者の手配した仮住所。外国人の場合、外国人登録が住民登録になるとのこと。 

アル中気味で病身の夫は生活保護を受けていた。生活保護移管の手続きを東京の役所に問い合わせた

が、担当者は「相談無く勝手に出て行ったから、もう知らない勝手にしろ」と取り合わない。移管の手

続きをすれば、東京の役所から転居費や当面の生活費は工面できたかも知れないが、それも不可能とな

った。 

この先、生活の目途は、三島で生活保護が受けられるかどうか、市の担当者に聞くと、あっさり駄目

だという。理由は本人が元気で働けるからだとのこと。仮住まいは確保したが、幼児２人を抱えて仕事

を探すのもままならない。手持ちのお金が数千円。このままだと１週間もすれば親子３人餓死すること

もありうる。 

 現在、三島市にはこんな場合の緊急避難場所が何も無い。数年前まで「佐野母子寮」というのがあっ

たが、経費節減のため取り壊したという。生活保護が駄目なら、一刻も早く職を探さなければ生活が干

上がってしまう。そのために子供を預かってもらえるのかと、役所の担当者に尋ねると、「保育所はどこ

も満杯ですぐ入れる状態ではない」と言う。何というさびしい行政の対応だ！飛び入りの事案とはいえ、

路頭に迷う母子３人の命が守れない市の現状が情けない。市の冷たい対応を聞き、首をうなだれ悲嘆に

暮れる母親の横で、３歳になる娘の大きな瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。「ママがかわいそう」と一

言つぶやいて、その子も首をうなだれたまま、暫く沈黙が続いた。 

 

      行く当てもなきまま三島に降り立てど硬く閉ざした福祉の扉 

陽も射さぬそぼ降る雨の恨めしき途方に暮れる母子三人 

      もの心つかぬ娘の瞳から母の苦渋に流れる涙 

       



 3 

＜生活保護費の着服（神奈川シティーユニオンＨＰ 「熟読玩味」から）＞ 
 
 生活保護制度の基本原理は、①国家責任による最低生活保障の原理（法第 1 条）②保護請求権無差別
平等の原理（法第 2 条）③健康で文化的な最低生活保障の原理（法第 3 条）④保護の補足性の原理（法
第 4 条）と言われています。この内、補足性の原理とは、「保護は、生活に困窮する者が利用し得る資
産、能力のその他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、また
民法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、すべてこの法律による保護に優先して行
われなければならない。」と定められています。 
 
 この補足性の原理から、生活保護費を受給するためには厳しい制限が存在します。福祉事務所は、貯
金を厳しく規制します。1990 年に提訴された「加藤訴訟」では、4 回の入院の経験から、妻が重病にな
ったら、重いリューマチで介護が出来ない、付き添いさんを頼むために貯金しなければと思った加藤さ
んが、夫婦二人で、障害者加算 45,000 円を含めて月額 115,000 円の保護費から、80 万円を貯金したと
ころ、福祉事務所がこれを発見、457,000 円は、葬式用に凍結、残りは収入と認定し、以後の保護費を
減額したことを争った裁判です。 
 
 もとより、生活保護費は「健康で文化的な最低生活」を保障するものです。こうした生活保護費を福
祉事務所職員が着服するという事件が発生しています。朝日新聞 2006 年 8 月 18 日・・・・生活保護
費を市町村の担当職員が着服する事件が全国で続発している。朝日新聞が調べたところ、03 年から 3
年余りで、保護費の着服・詐取などで懲戒免職処分となった職員は少なくとも 20 人を超えた。公的統
計はないが、保護受給者の支援団体は「事件はここ数年で急増している」と指摘する。厚生労働省は「チ
ェック体制の強化」を再三通知しているが、受給者数の急増に自治体の対応が追いつかず、後手になり
がちだ。 
 
 神奈川県厚木市で今年 4 月、保護費計約 4150 万円を架空請求して詐取を続けていたとして、元ケー
スワーカーが懲戒免職処分となった。00 年～今年 3 月までに処理し 7780 件のうち 436 件に不正があっ
たという。受給者と同じ名前の印鑑五つを用意し、引っ越しや通院などで必要になったと偽って臨時の
支給金を請求する手口だった。ほかに北海道旭川市のケースなどを含め、この月だけで計４人が懲戒免
職になっている。 
 
 この記事で朝日は、「厚生労働省はチェック体制の強化を再三通知しているが受給者の急増に自治体の
対応が追いつかず、後手になりがちだ。」と、チェック体制の不備を問題にしていますが、何故、このよ
うな不正行為が横行するのでしょうか。原因は、職員の個人的資質とチェック体制の問題だけではない
ように思えます。 
 
 8 月 23 日及び 24 日、朝日は「最後のセーフティネット 生活保護は今 上下」で、生活保護行政の
問題を指摘しています。・・・・生活保護法では、保護の申請があった場合、福祉事務所は受理し、保護
要件に該当するか否か調査しなければならない。だが最近は、窓口に来た人に申請書を渡さず、「相談」
扱いにして帰してしまうケースが増えているという。 
 
 昨年７月、全国青年司法書士協議会が実施した生活保護の電話相談では、窓口での拒否に関する相談
が 60 件あった。うち 31 件は受給できた可能性が高い事例だったが、いずれも申請書さえ渡されていな
かった。「水際作戦」。財政難を背景に申請受理を厳しくする行政側の動きを、生活困窮者らの支援者は
そう呼んで批判している。 
 
 昨年から生活保護を受けている男性（53）はこの 6 月、福祉事務所に呼び出され、生活保護の「辞退
届」の用紙を突きつけられた。受給者側から保護打ち切りを申し出る文書だ。 昨年１月に受給が決ま
り、5 年ぶりにホームレス生活を脱出。だが職業安定所に連日通っても就職先が決まらない。「なぜ職が
見つからないのか」とケースワーカーに責められ、「保護を辞退します」とその場で書かされた。 
 
 ご飯、みそ汁、ラッキョウ。広島市で 1 人で暮らす加藤清司さん（80）のふだんの食事メニューだ。
1 日 1～2 食。肉や魚がつくのは 3 日に 1 回。「3 年前までは毎日食べていたんですが」経営していた建
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設会社が 02 年に倒産し、約 5 千万円の借金が残った。間もなく妻が脳内出血で急死し、生活保護を受
け始めた。受給額は月 12 万 2 千円。ほかに遺族年金が 1 万 3 千円あり、収入は計 13 万 5 千円だった。
借家の家賃が 5 万 5 千円。光熱費や水道、電話代などの固定費で計 5 万円。残る 3 万円が食費だ。夕刻、
スーパーで見切り品を買って食べた。 
 
 だが、04 年度以降、受給額に含まれていた 1 万 7930 円の老齢加算が年々減らされ、今年 4 月ゼロに
なった。現在の収入は 11 万 7 千円。もっと家賃の安いところに引っ越したいが、一人暮らしの高齢者
に新たに貸してくれる家主は見つからない。食費を 1 万 5 千円に削った。1 日 500 円。漬けものが食卓
の中心だ。 
 
 老齢加算に次いで、ひとり親世帯に上乗せされる母子加算も 05 年度から削減が始まった。京都市の
辰井絹恵さん（43）は 3 年前、夫と離婚したが重度のうつ病で働くことができず、月 16 万円の生活保
護を受け始めた。児童扶養手当の 4 万円と合わせて月収は計 20 万円。アパートの家賃 6 万円を支払っ
た後に残る 14 万円で、食べ盛りの息子（15）との生活費をギリギリやりくりしてきた。 
 
 だが息子が 15 歳になったため、今年 4 月から保護費のうち母子加算分の約 1 万円が減った。来年度
は、さらに約 8 千円減る。息子は定時制高校１年で卓球部に所属し 1 日 4 食。辰井さんは残り物やカッ
プめんですませる。「母さん、もう給食いらないよ」。最近、息子に言われた言葉が胸に響いた。1 学期
の給食代は 1 万円。「息子にこんな思いをさせるなんて」 

  ・・・・・・・・・・・ 
 生活保護制度は、そもそも最低生
活を保障するものであり、生計費は、
時代の変化に応じながらも国として、
責任をもって決定してきた基準の筈
です。受給者数の増加、財政難とい
った理由で最低生活の生計費の計算
を歪めることは法の精神に反します。
その一方、辰井さん親子の事例にあ
るように、大学全入と言われている
今日でも、中学卒業までしか保護の
対象にしないという非合理は、改善
しようとしていません。 
 
 生活困窮者を助けることを目指し
たケースワーカーの一部がモラルハ
ザードを起こしても、単純に非難す
ることができない状況になっている
のです。生活保護費の着服は、許さ
れない行為です。しかし、その原因
を究明することなく、再発防止を通
達しても実効性は薄いのです。手口
が巧妙になるだけです。生活保護ケ
ースワーカーが自信と誇りをもって
業務にあたることが出来るようにす
ることが肝要なのです。                     
 
違法な申請拒否や、辞退届けの提出
強要の事例が多数で、日弁連の分析
では、申請拒否の 66％が違法との結
果が出ています。 
 


