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要約 

最低生活保障と並び、生活保護制度の目的として被保護者の自立助長が挙げられる。自

立助長は、被保護者の貧困脱出という観点から重要であると考えられる。特に、稼働能力

を有する世帯に関しては、その能力を十分に発揮して労働市場に復帰した上で、自らの力

で経済的に自立することが望ましい。しかし実態は、2008 年を契機として稼働能力を有す

ると考えられる「その他の世帯」の増加は顕著なものとなっており、彼らが数年間に渡り

受給を続けている。このことから、稼働世帯の経済的自立助長を妨げる要因が存在すると

考えた。 

可処分所得要因、労働市場要因、制度設計要因の 3 要因について分析し、最低賃金が保

護廃止率の都道府県間格差の一因であることを明らかにした。分析結果と考察を踏まえ、

稼働能力のある被保護世帯の経済的自立を促進させるため、最低賃金の引き上げによる格

差是正を政策提言とした。 

 

本稿の構成は以下の通りである。 

 

第 1 章では稼働可能な被保護世帯の経済的自立を阻害する要因が、生活保護制度だけで

はなく、労働政策や社会保障制度にあるのではないかという仮説を提起している。 

第 2 章では、第１章の仮説を踏まえ、稼働能力を持った生活保護受給世帯が経済的自立

に至る過程で、どのような要因が廃止の促進要因、廃止の阻害要因となりうるかに関する

先行研究を体系的にまとめた。 

第 3 章では、生活保護受給世帯に占める経済的自立を果たした世帯割合に影響を与える

要因に関して実証分析を行った。その結果、最低賃金の引き上げが被保護者世帯の経済的

自立を促していることが明らかにされた。 

第 4 章では、第 3 章の推定結果から得られた最低賃金と廃止率の定量的関係を基にし

て、最低賃金が廃止率の都道府県間格差の一因であることを明らかにした。最低賃金額の

引き上げを手段とした廃止率の都道府県間格差の是正を目的とし、その引き上げ額を試算

した。その際、最低賃金の引き上げが雇用に与える影響を考慮し、GDP の増減と最低賃金

の関係を観察した。その結果、算出した引き上げ額は実質的には緩やかなものであり、雇

用への負の効果は局所的であれ、極めて限定的であると考えられる。 

 

キーワード：生活保護・最低賃金・保護廃止 
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はじめに 

 最低生活保障と並び生活保護制度の目的として被保護者の自立助長が挙げられる。自立

助長は、被保護者の貧困脱出という観点から重要であると考えられる。特に、稼働能力を

有する世帯に関しては、その能力を十分に発揮して労働市場に復帰した上で、自らの力で

経済的に自立することが望ましい。しかし実態は、2008 年を契機として稼働能力を有する

と考えられる「その他の世帯」の増加は顕著なものとなっている。「その他の世帯」の保

護廃止率・開始率間の乖離が拡大していることから、稼働世帯の経済的自立助長を妨げる

要因が存在すると考えられる。 

本稿では、主な経済的自立阻害要因として 3 点検討した。第一に、最低賃金や国民健康

保険料などの可処分所得要因。第二に、失業率や有効求人倍率などの労働市場要因。第三

に、政府通達やケースワーカーなどに関する制度設計要因が挙げられる。 

稼働世帯に占める保護廃止割合を表した廃止率を被説明変数とし、以上の 3 要因が廃止

率に与える影響について、都道府県パネル・データを用いて固定効果モデルによる分析を

行った。制度改正の影響を見るため、分析期間は 1999年から 2012年に渡る中期と、2007

年から 2012 年に渡る短期の二通り設定した。 

本稿の意義は 2 つある。第一に、2008 年より施行された最低賃金法改正が稼働世帯の経

済的自立に与える影響について分析した点である。改正前とは引き上げ額の決定基準が異

なり、生活保護との整合性を考慮して決定されるため、廃止率に与える影響が改正の前後

で異なると考えられる。第二に、経済的自立について分析するため、被説明変数である廃

止率の分子を「就労による収入の増加・取得」を理由として廃止に至った世帯数に限定し

て分析した点である。廃止率の要因分析をした先行研究として玉田（2007）、四方・田中

（2011）が挙げられるが、分子を前述した世帯に設定して分析した研究は筆者の知る限り

ない。 

 本稿の分析の結果、得られた知見は 2 つある。第一に、労働市場要因については、中期

の分析では玉田（2007）四方・田中（2011）と同様に、「有効求人倍率が高いほど廃止率

が低くなる」という結果が得られた一方、短期の分析では有意な影響を与えていない。第

二に、可処分所得要因について最低賃金は廃止率に中期の分析では有意な影響を与えてい

ないが、短期の分析では正に有意な影響を与えており、最低賃金を 100 円引き上げると、

廃止率が 0.193%上昇することが明らかになった。 

本稿は、推定結果と考察により、最低賃金が廃止率の都道府県間格差の一因であること

が明らかにした上で、最低賃金の引き上げにより都道府県格差の是正を政策提言とした。

具体的な引き上げ額は分析結果から得られた知見を基にして算出した。それに加え、最低

賃金の引き上げが雇用に与える負の影響について、先行研究、最低賃金と実質 GDP の推

移を踏まえて考察した。考察の結果、算出した引き上げ額は実質的には緩やかなものであ

り、雇用への負の効果は局所的であれ、極めて限定的であると考えられる。 
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第1章  現状分析 

第1節 生活保護制度の概要 
日本の生活保護法は、１９４６年に各種救貧立法を統制する形として成立した。その

後、日本国憲法が成立し、受給面などにおいて各種救貧立法は不十分であったため、１９

５０年に全面改正されたのが現在の生活保護法である。生活保護制度は、日本国憲法２５

条の「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。」という理念に基づ

き、資産や能力のすべてを活用しても、「最低限度の生活を営む」ことができない国民を

保護し、その生活を保障したうえで、自立を支援することを目的としている。つまり、生

活保護制度は、単に国民の生活を保障するだけでなく、その自立を助長することを目的と

した制度である。特に、稼働能力を有する被保護者に関しては、その能力を十分に発揮し

て労働市場に復帰した上で、自らの力で経済的に自立することが望ましい。 

急迫保護以外、生活保護は申請主義を採用しており、申請後に審査がある。この審査に

より支給が決定される。なお、生活保護受給者は「被保護者」と呼ばれ、本稿でもその語

を用いる。 審査では、生活状況等を把握するための実地調査（家庭訪問等）・預貯金、

保険、不動産等の資産調査・扶養義務者による扶養（仕送り等の援助）の可否の調査・年

金等の社会保障給付、就労収入等の調査・就労の可能性が調査される。 

生活保護基準額（最低生活費）は、級地区表によって市町村単位で６段階に分けられて

おり、年金・児童扶養手当等を含めた収入と最低生活費（厚生労働大臣が定める生活保護

基準額から算定される）の差額が、支給される。また、生活保護給付は、「生活扶助」

「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶

助」から構成される。 

生活保護の支給は世帯単位で行われるため、生活保護に関する分析は基本的に世帯別に

行われる。生活保護受給世帯は、行政統計では「高齢者世帯」「母子・父子世帯」「傷病

者世帯」「障害者世帯」「その他の世帯」に分類され、表 1 の通りである。 
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表 1 世帯類型の定義 

世帯類型 世帯類型の定義 

高齢者世帯 男女ともに 65 歳以上（平成 17 年 3 月以降は、男 65 歳以上、女 60

歳以上）の者のみで構成されている世帯か、これらに 18 歳未満の

ものが加わった世帯。 

傷病・障害者世帯 障害者世帯：世帯主が障害者加算を受けているか、障害・知的障

害等の心身上の障害のため働けない者である世帯。 

傷病者世帯：世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む）して

いるか、在宅患者加算を受けている世帯、もしくは世帯主が傷病

のため働けないものである世帯。 

母子世帯 死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない 65

歳未満（平成 17 年 3 月以降は、18 歳以上 60 歳未満）の女子と 18

歳未満のその子（妻子を含む）のみで構成されている世帯 

その他の世帯 高齢者世帯、傷病・障碍者世帯、母子世帯以外の世帯 

出所：厚生労働省『被保護者調査』筆者作成 

第2節 世帯類型別被保護世帯の推移 
図 1-1 は近年における被保護世帯数の推移を世帯類型別に示したものである。図 1-1 か

ら読み取れることは主に以下の 2 点である。第一に、被保護世帯総数は毎年増加傾向にあ

る。2008年以前は毎年約 5万世帯、2009年から 2011年にかけては毎年約 10万世帯増加し

ている。2013 年 3 月の時点での被保護世帯はで約 157 万世帯2であり、その数は 2000 年の

約 2 倍である。第二に、2008 年を契機とした「その他の世帯」の顕著な増加が挙げられ

る。「その他の世帯」の被保護世帯数は 2008 年時点では約 12 万世帯であったが、2012 年

では約 28万世帯であり、四年間で 2倍以上に増えている。 

図 1-2 はその他の世帯における年齢階級比率の推移、図 1-3 は世帯類型別稼働率の推移

を示したものである。図 1-2 に示すように、「その他の世帯」の世帯主は 45 歳以上の年齢

層が約 8 割占めており、就職が困難であると考えられる中高年層が占める割合が大きい 。

しかしその一方で、図 1-3 に示すようにその他の世帯の稼働世帯比率は 35％を超え、母子

世帯に次ぐ高さであり、生活保護を受給しながら就労している世帯も少なくない。 

 「その他の世帯」は稼働世帯比率が相対的にも高いにもかかわらず、保護受給世帯の増

加率が大きい。 3 節では、保護開始・廃止のフローの観点から、その他の世帯の顕著な増

加の要因を分析する。 

 

  

                                                      
2 厚生労働省（2014）『被保護者調査（平成 26 年 7 月分概数）』より、確定値。 
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出所：国立社会保障・人口問題研究所（2014）『「生活保護」に関する公的統計デー

タ』、厚生労働省（2014）『被保護者調査』より筆者作成。 

 

出所：『被保護者全国一斉調査』『被保護者調査』より筆者作成。 

図 1-1 世帯類型別被保護世帯数1の推移 

 

図 1-2 その他の世帯における世帯主の年齢階級比率の推移 
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出所：『社会福祉行政業務報告（各年版）』、『被保護者調査』より筆者作成。 

第3節 世帯類型別生活保護の開始と廃止 
前節ではストックの観点から被保護世帯について分析し、近年における「その他の世

帯」の被保護世帯の顕著な増加傾向、同時期に生じたその他の世帯の稼働世帯比率の低下

について指摘した。本節では、「その他の世帯」の増加の要因を保護開始・保護廃止のフ

ローの観点から分析する。 

図 1-4 は近年における「その他の世帯」の保護廃止・開始世帯数の推移を示したもので

ある。図 1-4 から読み取れることは以下の 2 点である。第一に、以前は毎年約 3000 世帯付

近で推移していた保護開始世帯数が 2009 年に約 3 倍の 9000 世帯まで急上昇した点であ

る。この保護開始世帯数の急上昇の背景には、2008 年 9 月に起きた世界金融危機が強い影

響を与えていると考えられる。厚生労働省は世界金融危機が起きた翌年 2009 年 3 月3、同

年 12 月4の二度に渡って保護の決定関係について通達を出しおり、保護受給開始基準の適

用を緩和したと考えられる。第二に、保護開始世帯数と保護廃止世帯数の乖離が、2008 年

を契機として大きく広がった点である。二度に渡る通達により、2009 年以降はそれまで生

活保護基準のボーダーラインに位置していた稼働能力のある世帯が流入したため相対的に

その他の世帯の稼働率は上昇すると考えられる。しかし実際には、図 1-3 に示すように稼

働率は低下している。また、前節で「その他の世帯」における中高年層比率の高さについ

て明らかにしたが、図 1-5 に示すように、以前は 35%付近を推移した中高年層の無期雇用

                                                      
3 「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」社援保発第 0318001号保護課長通知。景気の後退

により予想された稼働能力を有する離職者の増加に対応するために実施すべき事項、保護の申請から保護

適用までの対応、保護の適用後の就労支援の実施について書かれている 
4 「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項について」社援保発 1225 第 1 号保護課長通

知。「臨時特例つなぎ資金貸付」等の積極的な活用し、可能な限り速やかに申請者の保護決定に努める
指示、住まいを失った申請者等に対する居宅の確保、支援関連機関との連携強化等について書かれてい
る。 

図 1-3 世帯類型別稼働世帯比率1の推移 
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比率は 2008 年を契機として低下し、2009 年は 23%と以前の約 3 分の 2 の比率となってい

る。 

 以上から、2008 年を契機として稼働能力を有すると考えられる「その他の世帯」におい

て、保護開始世帯数と保護廃止世帯数の乖離が広がっていること、稼働世帯比率が低下し

ていることが明らかである。これらの現状から、経済的自立を阻害する要因の存在が疑わ

れる。前述した通り、生活保護制度は稼働能力を有する者に関しては、受給者が将来的に

再び労働市場に進出し就労することを想定した制度である。前節から、「その他の世帯」

に焦点を当て論じてきたが、経済的自立は全ての稼働能力を有する世帯に関わる問題であ

る。以下、4 節から 6 節にて、その要因と考え得る関連制度、そして 2 章にて各制度に関

する先行研究を探り、何が要因となっているか検討する。  

出所：『福祉行政報告例（各年版）』、『被保護者調査』より筆者作成。 

出所：『被保護全国一斉調査』より筆者作成。 

図 1-4 「その他の世帯」の保護廃止・開始世帯数の比較1 

図 1-5 その他の世帯に占める無期雇用者割合の推移 
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第4節 保護廃止と可処分所得 
一度、保護開始した被保護者が保護脱却するためには、受給者が安定的に収入を得ら

れ、「健康で文化的な最低限度の生活」を自らの力でおくれるようになることが必要条件

である。そのため、被保護者の保護廃止に当たり、生活保護法では以下の 2 つの条件が定

められている。（1）当該世帯における定期収入の恒常的な増加，最低生活費の恒常的な

減少等により，以後特別な事由が生じないかぎり，保護を再開する必要がないと認められ

るとき（2）当該世帯における収入の臨時的な増加，最低生活費の臨時的な減少等によ

り、以後おおむね 6 箇月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。 

しかし、就労による収入の取得・増加を理由として生活保護を脱却する際、税や社会保

険料の負担が生じ、可処分所得が低下してしまうという問題がある。図 1－6は就労収入別

の被保護世帯の可処分所得額を示したものである。保護廃止後の可処分所得は右肩上がり

になっているが、（注 1）に記載されている通り、保護廃止後の可処分所得は「税・社会

保険料・医療費」の負担等を受ける。実際の可処分所得は右肩上がりの直線を描かない。

保護廃止後の可処分所得が被保護者より低くなることも考えられる5。そのため、被保護世

帯の経済的自立阻害要因を考えるにあたり、就労収入から税・社会保険料を引いた可処分

所得について分析する必要がある。 

 

図 1-6 被保護世帯における就労収入別可処分所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省（2011）『生活保護制度における勤労控除等について（第 4 回社会保障

審議会生活保護基準部会 資料２）』より引用 

 

 

 

                                                      
5厚生労働省（2011）第 4 回社会保障審議会生活保護基準部会議事録 
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第5節 最低賃金制度 

第1項  最低賃金制度の概要 

最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低

賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度である。 

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の２種類が存在する。地域別最低賃金

は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者

に対して適用される最低賃金として、各都道府県に 1つずつ、全部で 47件の最低賃金が定

められている。一方、特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金であ

る。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃

金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されてい

る。 

地方別最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会が調査審議を行い、関係労使の意見聴取の

上、地方最低賃金審議会に対し金額改訂のための目安を提示する。都道府県別の地方最低

賃金審議会は目安を参考にしながら地域の実情に応じた最低賃金額改正の審議を行う。地

域別最低賃金は、労働者の生計費、 労働者の賃金、 通常の事業の賃金支払能力を総合的

に勘案して定めるものとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が

健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性

に配慮することとされている。なお、本稿では都道府県別にパネル分析を行うこと、ま

た、2007 年最低賃金法により生活保護との整合性が考慮されるようになったことを考慮

し、地域別最低賃金に注目する。 

 

第2項  最低賃金制度の現状 

最低賃金制度における近年の大きな変化としては、まず 2007年 7月 9日の成長力底上げ

戦略推進円卓会議第３回会合で、「中央最低賃金審議会においては、平成 19年度の最低賃

金について、これまでの審議を尊重しつつ本円卓会議における議論を踏まえ、従来の考え

方の単なる延長線上ではなく、雇用に及ぼす影響や中小零細企業の状況にも留意しなが

ら、パートタイム労働者や派遣労働者を含めた働く人の『賃金の底上げ』を図る趣旨に

沿った引上げが図られるよう十分審議されるように要望する。」という内容が合意の中で

示され、2007年の最低賃金改定から最低賃金が大幅に引き上げられた。 

さらに 2008年に施行された「改正最低賃金法」では、最低賃金法 9条 3項「労働者の生

計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができ

るよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」という部分が新設され

た。これにより、生活保護額と最低賃金額の乖離額の大きさに依存して最低賃金が引き上

げられ、2008 年以降も継続して最低賃金は引き上げられている。この改正は、最低賃金で

フルタイム働いた時に得られる収入が生活保護の給付水準を下回るという現状は、労働者

の健康で文化的な最低限度の生活を保障できていないのではないか、また、働いて得る収

入よりも生活保護の方が多ければ、人々の働く意欲がそがれるのではないかというモラル

ハザードの観点からの議論を踏まえたものである。 

図 1-7は地域別最低賃金の全国平均額の年次推移を表したものである。実際に 2007年か

ら名目最低賃金はより上昇しているのがわかる。 
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しかし最低賃金と名目 GDP の増減を表した図 1-8をみると、1997 年以降、「1981 年最低

賃金を基準として名目 GDP 前年度比をかけて伸ばした金額」は大きな動きがなく、実質的

な最低賃金の引き上げ率は微小であると考えられる。 

 

出所：労働調査会「最低賃金決定要覧」より筆者作成。 

 

 

図 1‐7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：『最低賃金決定要覧』『国民経済計算』『基準支出系列簡易遡及』より筆者作成。 

図 1-7 全国平均地方別最低賃金の年次推移 

図 1-8 最低賃金と名目 GDP の増減 
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第6節 国民健康保険制度の概要 

第1項  公的医療保険の概要 

 我が国では、すべての国民が何らかの公的医療保険制度の適用を受ける国民皆保険体制

が採られている。公的医療保険制度は、被用者のための職域保険と非被用のための地域保

険に大別される。職域保険は、大企業の被用者を対象とする組合健保（組合管掌健康保

険）と、主として中小企業の被用者を対象とする協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康

保険）に分かれている。また、船員、国家公務員、地方公務員等、私立学校教職員を対象

として、それぞれ船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職

員共済制度が設けられている。他方、非被用者のための地域保険は自営業者、農林水産

業、無職者等を対象としている。地域保険は、医師、弁護士、土木建築業、理美容師等と

いった職種別に組合を組織する国民健康保険組合と、被用者保険および国民健康保険合に

加入していない人すべてを対象とする国民健康保険（市町村国保）に分かれる。国民健康

保険は市町村によって運営され、その市町村の区域内に住所を有する75歳未満の者で、健

康保険、共済組合など他の公的医療保険の適用を受けていない者が対象となる。従って、

解雇等で被用者保険制度の適用がなくなった者は、強制的に国民健康保険の適用を受ける

ことになる。 

第2項  国民健康保険の現状 

被保険者の変容 

1958 年に制定された国民健康保険法により、被用者保険に加入していない自営業者や農

業従事者等に医療保険による保障を行うという目的のもと、国民皆保険体制が成立した。

では、現在国民健康保険を利用している世帯はどのような世帯なのか。図 1－9は高齢化に

より年金生活者である無職の世帯が増えた影響を除いた、60 歳未満の現役世代における国

民健康保険に加入している世帯主の職業割合を表したものである。被用者が 49%と最も多

く、さらに無職が 16％存在する。国民健康保険は被用者保険に加入できない者や、無職者

に対する影響を強めており、国民健康保険が成立した当初から、その役割は大きく変化し

ていることがわかる。 
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出所：厚生労働省保険局『国民健康保険実態調査報告』平成 24 年度を基に筆者作成。 

 

 

保険料の地域格差 

国民健康保険では、保険給付費に応じた保険料を各市町村において設定するが、現状で

は保険料の地域格差が大きく、被保険者間の公平性の観点から問題になっている。 

図 1－10 は国保加入世帯の一世帯あたりの国民健康保険料額を都道府県別に示した図で

ある。都道府県の中で、一世帯当たりの年間国民健康保険料額が最高の都道府県は岐阜県

の 181227 円であり、最低の都道府県は沖縄県の 115084 円である。この保険料額の地域格

差の要因には、医療費の高さ、保険の規模などが挙げられる。 

出所：厚生労働省『平成 24年度 国民健康保険事業年報』より筆者作成 

 

 

図 1-9 平成 24 年度の 60 歳未満の国保世帯主の職業割合 

図 1-10 国保加入世帯の一世帯当たりの年間国民健康保険料額 
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低所得者への対応 

 国民健康保険の保険料は応能負担と応益負担が組み合わされて決定される。応能負担は

所得に応じた所得割と資産に応じた資産割から構成される。応益負担は被保険者均等割と

世帯別平等割から構成される。賃金に比例して保険料が決定される被用者保険に対して、

国民健康保険は応益負担によっても保険料が決定されるため、被用者保険と比べて低所得

者にとって割高に保険料が決定される仕組みとなっている。 

 ただし、低所得者に対して配慮した軽減制度も存在する。国民健康保険料は世帯毎に前

年度の所得や固定資産税額をもとに世帯単位で計算される｡国民健康保険制度の｢軽減制

度｣は､前年度所得が一定水準以下の場合に､被保険者が申請を行わなくとも､翌年度の保険

料は自動的に調整される｡減額割合は 2 割～7 割まで様々であるが､全額を免除される場合

はない。尚､減額の割合は､地方税法施行令第 56条の 89第五項 2により定められる｡ 

 

①世帯の所得の合計額が 33万円以下の場合､5割～7割の軽減(33万円は基礎控除額) 

②世帯の所得の合計額が､｢世帯主を除く被保険者数に 24万 5千円を乗じた額｣と 33万円の

合計額以下の場合､3割～5割の減額 

③世帯の所得の合計額が､｢世帯主を含む被保険者数に 35万円を乗じた額｣と 33 万円の合計

額以下の場合､2割以下の減額                          

 

このように、「軽減制度」は存在するものの、全額免除という場合は全国統一的な基準

では決められていないため、被保護者が生活保護制度から廃止に至った場合、生活保護を

受給していた際には払う必要のなかった国民健康保険料を払わなければいけないという状

況が発生する場合がある。 

第7節 小括 
 以上、現状分析より 2008 年を契機として稼働能力を有すると考えられる「その他の世

帯」において、保護開始世帯数と保護廃止世帯数の乖離が広がっていることから、経済的

自立を阻害する要因の存在が疑われる。経済的自立を阻害する要因として最低賃金と国民

健康保険料が考えられる。以下、2 章にて各制度、上記以外の要因に関する先行研究を探

り、稼働能力を有する被保護世帯の保護開始から保護廃止に至る要因についてモデル化す

る。3 章で実証分析を行うことでその要因を特定する。 
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第2章  生活保護廃止に関する先行研

究 

本稿では稼働能力を持った生活保護受給世帯が経済的自立に至る過程で、どのような要

因が廃止の促進要因、廃止の阻害要因となりうるかについて分析を行った。そこで、本章

では先行研究を労働市場要因、可処分所得要因、制度要因の三つに分類し、体系的に参照

する。 

第1節 労働市場要因 
 景気などの労働市場要因が生活保護廃止に与える影響について分析を行った論文に玉田

（2007）と四方・田中（2011）がある。 

玉田（2007）は、分析対象が生活保護受給母子世帯ではあるものの、生活保護廃止に至

る要因を計量経済学的に分析した数少ない中の論文の一つである。玉田（2007）は都道府

県別パネル・データを用いて、プーリングモデルで離婚率及び労働市場の状況が母子世帯

の生活保護開始率に与える影響、また労働市場の状況が母子世帯の生活保護廃止率に与え

る影響について分析している。その結果、離婚率が高くなるほど生活保護開始率が高くな

り、また育児環境については、児童一人当たり公営保育所在所児童数が高いほど、母子世

帯数保護開始率が低いこと、つまり育児環境が整っていれば生活保護に至る世帯が少なく

なるということを結論づけた。特に母子世帯廃止率を被説明変数としてとった分析では、

労働市場要因としての有効求人倍率の係数は有意な負の値となり、女性失業率は有意な正

の値をなったと示している。いずれも期待される符号とは逆の効果となっている。この原

因として、女性失業率や有効求人倍率が内生変数になっていることが原因ではないかと予

想している。この解決法として失業率・有効求人倍率の内生性の問題を考慮し、労働需要

側の変数を操作変数として用いて操作変数法での推定を行う必要があると述べている。さ

らに、生活保護廃止に至る理由のほとんどが稼働による収入増が原因であると考えると、

失業率や有効求人倍率が収入増を示すいい指標になっていない可能性があると述べてい

る。 

このように、母子世帯の廃止率に対して、女性失業率・有効求人倍率などの労働市場要

因が与える影響は実証的に確認されていない。 

四方・田中（2011）は、1980 年から 2007 年の都道府県パネル・データを用いて、固定

効果モデルで開始率、廃止率の要因分析を行っている。その結果、開始率の低下は、廃止

率の低下を引きおこすことを確認している。すなわち、開始率の低下により新たな生活保

護への流入が減少してきたが、その結果、生活保護からの流出が生じにくくなってきたと

いうことを述べている。また廃止率を被説明変数とした分析では、有効求人倍率は負に有

意となっており、有効求人倍率が上昇すると廃止率がさがるという予想とは異なる結果と

なっている。四方・田中（2011）は、この結果について、玉田（2007）と同様の結果であ

るが、今後の検討課題となろうとのべている。 

よって保護受給総世帯の廃止率に関しても、女性失業率・有効求人倍率などの労働市場

要因が与える影響は実証的に確認されていない。 

一方、労働市場要因が生活保護廃止世帯ではないが、生活保護受給世帯に影響を与えて

いるという先行研究に周・鈴木（2007）がある。周・鈴木（2007）は 1995 年から 2004
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年までの都道府県別時系列データを用いて、生活保護率の上昇原因の恒常的要因の構成要

素について分析を行っている。その結果、生活保護率の水準は、労働市場環境、人口構造

及び福祉プログラムの実施体制から影響を受けているが、最も大きな原因は高齢化である

と結論づけている。被説明変数を生活保護率とし、説明変数に最低賃金、高齢化率、離婚

率、ケースワーカー（ＣＷ）の負担、有資格ＣＷの比率、失業率、財政力指数を用いてい

る。その中で、生活保護受給率は労働市場要因である失業率が高いほど高くなることを確

認している。 

 

第2節 可処分所得要因 
次に、就労収入から支払い義務のある税や社会保険料などの非消費支出を引いた可処分

所得が生活保護廃止に与える影響についての先行研究を紹介する。ただし、この影響につ

いて直接分析を行った研究が筆者の知る限り存在しないために、関連する先行研究につい

て紹介する。 

齊藤・上村（2007）は生活保護制度と所得税住民税制における限界実効税率の測定に

よって、自立の助長という役割を生活保護制度が果たしているかを考察するため、シミュ

レーション分析を行った。その結果、現行の生活保護制度において、勤労控除のブラケッ

ト内は 100 ％ の限界実効税率となり、収入に占める勤労控除の割合は収入に対して逓減

するため、労働意欲が阻害されている恐れがあると結論づけた。また、近年の制度では課

税最低限が生活扶助額よりも低く、生活保護制度と所得税住民税の接続点において限界実

効税率が 100 ％ を超えており、ボーダーライン層の労働インセンティブが阻害されてい

る可能性があると指摘している。 

周・鈴木（2007）は最低賃金が高い地域ほど生活保護率が低いと結論づけている。この

結果について、最低賃金が引き上げられれば、労働力供給が増えるだけでなく、低所得者

の平均収入も同時に改善されるため、生活保護率が低下したのではないかと述べている。

つまり生活保護受給者の収入の指標となる最低賃金が高いほど生活保護受給率が高いこと

を確認している。     

藤原・湯澤（2010）はあくまで母子世帯についてであるが、どのような所得状況で経済

的自立に至っているかについて詳しく分析している。藤原・湯澤（2010）は A 自治体にお

いて 2005 年度に生活保護受給が就労した世帯（廃止世帯）全 483 世帯のうち、保護の開

始時点あるいは廃止時点の世帯類型が母子世帯だった世帯を対象に、どのような世帯状況

のもとで生活保護制度が開始され、どのような所得水準のもとで廃止となっているかを明

らかにするために、保護開始時と廃止時の状況について自治体データをもとに分析を行っ

ている。その結果、「働きによる収入の増加・取得」ケースであっても、廃止月に最低生

活費を超える収入認定額があった世帯は 2 割にとどまっており、多くの世帯は「働きによ

る収入の増加」の「見込みが立った」ことで廃止されていたこと、また廃止月に稼働して

いた母の賃金水準をみても、廃止後に母子に安定した生活基盤を持続できる賃金水準を確

保できている世帯は少数であったことを結論づけている。さらに分析対象としている A 自

治体地域の 2005 年の最低賃金を参照して生活保護受給母子世帯の賃金水準も検討してい

る。最低賃金額で一日 8 時間・月 22 日稼働した場合を想定すると、月あたり 176 時間の

稼働で賃金は約 113000 円となり、この最低賃金月額を超えている世帯が四割あるもの

の、子供のいる世帯の所得水準としては低位なものであり、かつ、保護廃止後には各種の

保険料・税金・家賃などの支出が増えることを踏まえると、家計の厳しさが予測されると

述べている。 
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第3節 制度要因 
生活保護制度に起因とする要因を制度要因とし、被保護者の受給期間や属性が生活保護

廃止に与える影響についての先行研究と、生活保護ケースワーカーのマンパワーが生活保

護廃止に与える影響についての先行研究を参照する。 

第1項 被保護者の受給期間や属性に関する要因 

藤原・湯澤・石田（2009）、中村（2010）は特に特定の自治体の個別データを用い、ど

のような属性の生活保護受給者がどのような状況で廃止に至っているかなど、細かく分析

している。 

藤原・湯澤・石田（2009）は A 自治体における 2005 年度の保護廃止世帯全 483 世帯を

対象に、保護の開始から廃止までを受給期間として分析し、保護継続世帯と合わせて生存

分析を行っている。その結果、廃止時の世帯類型別の平均受給期間をみると、8～9 年度の

「高齢者世帯」、「障害者世帯」と 3 年程度の「母子世帯」、「傷病者世帯」、「その他

世帯」と大きく分かれると示している。さらに 1 年未満で廃止した世帯の中で「働きによ

る収入の増加・取得」が廃止の理由をみると、「その他の世帯」であった世帯のうち

65.7％、開始時に「母子世帯」（19 世帯）であった世帯のうち 52.6％(10 世帯)が「働きに

よる収入の増加・取得」で廃止となっている。このほかの「高齢者世帯」、「障害者世

帯」、「傷病者世帯」などの世帯類型では 1 割から 2 割台であることから、その違いは顕

著であると述べている。この理由として、「その他の世帯」や「母子世帯」の廃止状況を

みると、失業した者の失業給付が支給されるまで手持ち金が不足している場合、求職活動

をしているにも関わらず仕事が見つからない場合、就労が決定した者の給与が支給される

まで困窮状況にある場合、給与の安定がすぐに見込まれない場合などが多いと述べてい

る。一方、このほかの「障害者世帯」・「傷病者世帯」・「高齢者」の世帯類型では、病

気や怪我によって就労困難であったり通院中で生活に困窮している場合、入院によって就

労が中断されたり退院後にも仕事ができない場合などが多い。そして、生活保護開始後に

就職先がみつかったり就労を再開できたケース、あるいは増収が見込まれたり増収した

ケースなどが一年未満で廃止となっている。つまり、貧困状態が一時的であるうちに生活

保護制度を利用することにより、貧困状態が悪化したり固定化したりすることを回避し、

就労による生活維持へと移行している世帯が一定数いることがわかると述べている。 

中村（2010）は、生活保護廃止の中でも我々が現状分析で注目した、世帯主の就労によ

る所得の増加で廃止に至った世帯に焦点を当てた研究である。中村（2010）は福岡県田川

保健福祉環境事務所に所蔵されている生活保護廃止台帳のうち、2005（平成17）年度廃止

分 376 ケースと、2004 年（平成 16）年度廃止分の一部の合計 502 ケースをもとに製作し

たデータベースを用いて、生活保護受給者の自立阻害要因を分析している。その結果、世

帯主の就労による自立に至った世帯の傾向として、生活保護開始時が母子世帯または父子

世帯である、世帯主の年齢が若い、生活保護歴が短い、学歴が比較的高い（高等学校以上

である）、何らかの免許・資格を所持している、などの点が確認されたとしている。とく

に若年世帯については世帯主の生年・生活保護の開始時年次が新しく、生活保護の給付期

間が短い世帯ほど、就労による廃止に至りやすいという結果を示している。このことか

ら、若年世帯に対しては、「貧困の罠」に陥ることを防止するために、生活保護受給開始

直後の就職への動機付けが重要であると述べている。 

これらより、自治体の個別データを用いた分析から、被保護者の受給期間や属性に関す

る要因については分析されている。ただ特定の自治体に限られた分析であり、都道府県別

には分析されていない。 
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第2項 ケースワーカーに関する要因 

周・鈴木（2007）はケースワーカー（ＣＷ）一人当たりの被保護者数が多いほど地域ほ

ど生活保護率が高くなり、ＣＷ一人当たりのＣＷの有資格者（主事）の比率が高いほど生

活保護率が低くなるということを確認している。この二つの変数は、自治体側の実施体制

の状況を表しており、ＣＷ一人当たりの被保護者数が多くなればなるほど、マンパワーの

制約から自立支援に手が回らず、保護率が上昇すると考えられ、またＣＷの有資格（主

事）の比率も同様であり、有資格者が多いほど自立助長能力が高いのであれば、保護率を

下げる方向に働くと考えられると述べている。 

第4節 本稿の位置づけ 
本章で紹介してきたように、都道府県単位で実証分析をおこなった研究のなかで、働き

による収入の増加を理由とする廃止世帯の要因について分析を行った先行研究は筆者の知

り得る限りない。さらに廃止率を被説明変数とした分析では労働市場要因については仮説

と整合的な結果は得られておらず、可処分所得要因・制度要因については分析されていな

い。 

 そこで本稿では死亡・失踪などの理由を除外し、より経済的自立に焦点をおき、労働市

場要因・可処分所得要因・制度要因が就労による収入の増加を理由とする廃止に与える影

響について分析を行う。「最低賃金の上昇が稼働能力のある被保護者世帯の経済的自立を

促進させること」を示したことが本稿の貢献である。 
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第3章  実証分析 

第1節 仮説モデル 
 

 

 

図 3-1 保護廃止と要因 

 

就労インセンティブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 は仮説として、稼働能力を持った生活保護受給者の就労による生活保護廃止その

要因を体系的に示したものである。本稿では、この仮説を基に稼働世帯と保護廃止要因の

関係について分析する。 

まず前提として、現在生活保護受給者が就労によって生活保護廃止に至るには、就労に

よって得た収入充当額と勤労に伴う必要経費にあたる基礎控除が最低生活費を上回ること

が生活保護廃止の判定基準となっている6。 

まず労働市場要因として失業率と有効求人倍率を用いる。これは景気がよく、労働需要

が大きいほど、稼働能力のある被保護者が安定した仕事につきやすく、経済的自立に至り

やすいのではないかと考えられる。玉田(2007)や四方(2010)の先行研究では、労働市場要

因について仮説通りの結果が得られていなく、分析を行う意義があると考えられる。 

次に可処分所得要因として最低賃金と国民健康保険料を用いる。 

最低賃金については、生活保護率については周・鈴木（2007）が、最低賃金が高い地域

ほど生活保護率が低いと結論づけている。ただし生活保護廃止率について分析を行った先

行研究は筆者の知る限りない。仮説としては、最低賃金が引き上げられれば、労働力供給

が増えるだけでなく、低所得者の平均収入も同時に改善されるため、被保護者の経済的自

立が促進されるのではないかというものである。また、2008 年の最低賃金法改正により最

賃が生活保護を参照して決められるようになったため、最低賃金が生活保護からの経済的

自立に何らかの影響を与えている可能性も考えられる。これらの点について分析を行う。 

                                                      
6 桜井（2013）は、2013 年 8 月からの保護廃止の判定基準では基礎控除から「自立助長分」が除外さ

れ、基礎控除が「必要経費分」に縮小されたことについて、廃止のハードルが大幅に引き下げられたと
指摘している。 

生活保護受給開始 生活保護廃止 

②可処分所得要因 

・最低賃金 

・国民健康保険料 

① 労働市場要因 

・失業率 

・有効求人倍率 

③制度要因 

・通達 

・ケースワーカー充足率 
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国民健康保険7の保険料については、生活保護廃止に至ると生活保護を受給していた際に

は免除されていた保険料を支払わなくてはならなくなるために、廃止に至る被保護者のイ

ンセンティブを阻害している可能性が考えられる。さらに国民健康保険料が生活保護廃止

に与える影響について扱った論文はない。仮説としては、国民健康保険の保険料が高い地

域ほど、被保護者が経済的自立に至りにくいのではないかと考えられる。 

 制度要因として 2009 年の政府通達の影響とケースワーカー充足率を用いる。 

 2009 年の政府通達により、生活保護に流入する世帯が増え、その属性もその他の世帯が

増えたということで、経済的自立に至りやすい世帯がより生活保護を受給するようになっ

た。稼働能力があり、そして生活保護開始間もない世帯が増えたということは、より経済

的自立がしやすい世帯が増えたのではないかと考察する。 

 ケースワーカー充足率については、ケースワーカーが充足しているほど、被保護者一人

一人に対しての自立支援が充実し、経済的自立に至りやすくなるのではないかという仮説

である。先行研究では周・鈴木（2007）が、ケースワーカー一人当たりの被保護者数が多

いほど地域ほど生活保護率が高くなることを確認しているが、廃止率について分析は行わ

れていない。 

第2節 中期間における実証分析 
 

第1項 推定モデル 

 以下では、1 節の仮説による生活保護開始モデルを基に、生活保護受給世帯に占める経

済的自立を果たした世帯割合に影響を与える要因に関して、1999 年~2012 年の 14 時点8に

おける都道府県パネル・データを用いて、固定効果モデルによる実証分析を行う。 

 推定モデルは以下の通りに設定する。 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽1 + 𝑃𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑡𝛽3 + 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

i=1,2,…47（都道府県）；t=1999,…2012（年） 

ここで、被説明変数𝑦は廃止率、𝑋は可処分所得要因、𝑃は制度要因、𝐿は労働市場要因、

𝜀は個別効果、𝑢は誤差項である。i は都道府県、t は年を表している。 

 

第2項 使用データ 

推定モデルに用いるデータの一覧と出所は表 3-1 の通りである。 

                                                      
7被保護者が免除されている社会保険料や税には、固定資産税・住民税、また被用者保険の協会けんぽや

組合管掌健康保険などの保険料が考えられる。この中で、都道府県により格差があるものとして住民税
をについて分析することも検討した。個人住民税均等割の非課税限度額が生活保護基準の級地区分に応
じて決まることから、生活保護基準額を代理変数として分析を行おうとしたが、生活保護基準額は固定
効果モデルでは omitted されたため、分析を行わなかった。また、被用者保険の保険料は賃金によって
決まるため、応益負担が含まれてより被保護者の廃止に影響を与えると思われる国民健康保険について
分析を行った。 

8後述する被説明変数の分母は『社会福祉行政業務報告』『被保護者調査』より、世帯類型別の現に保護
を受けた世帯数のデータを利用しているが、1998 年以前は傷病者世帯と障害者世帯が区分されていな
い。変数の定義上 1999 年以降のデータでのみ実現可能なので、分析期間は 1999 年～2012 年で設定し
た。 
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被説明変数の廃止率9は「働きによる収入の増加・取得」を理由とする廃止世帯数を母子

世帯・傷病者世帯・その他世帯から構成される生活保護受給世帯数で除したものである。

高齢者世帯、障害者世帯は「働きによる収入の増加・取得」を理由とする廃止世帯割合が

ごくわずかであるため10、分母の構成を「収入の増加・取得」が廃止理由として密接に関

係している母子世帯・傷病者世帯・その他世帯に絞り、高齢者世帯と傷病者世帯を除い

た。 

可処分所得要因の説明変数として、前年度最低賃金額11、国民健康保険料を用いる。前

年度最低賃金額は高い都道府県ほど、被保護勤労世帯の収入が増えるため廃止率に正の影

響を与えると考えられる。国民健康保険料が高い都道府県ほど、被保護者が保護廃止には

より多くの可処分所得が必要となるため、廃止率が低くなると考えられる。 

制度要因の説明変数として、前年度開始率12、通達ダミー、前年度開始率と通達ダミー

の交差項を用いる。前年度開始率はその他世帯の生活保護受給開始世帯数を総世帯数で除

したものである。新しく保護開始したその他世帯は経済的に自立しやすいと考えられる。

そのため開始率が高いほど、廃止率は高くなると考えられる。また、第 1 章で述べた通

り、2009 年における厚生労働省の２度に渡る通達により、以前は生活保護を受給できず生

活保護のボーダーラインに位置していた世帯が保護受給を開始したため、保護開始世帯の

属性が変化したと考えられる。この世帯属性の変化が廃止率に与える影響をコントロール

するため、通達改正が施行された 2009 年以降に１の値をとるダミー変数、加えてそのダ

ミー変数と前年度開始率の交差項を変数として用いる。ボーダーラインに位置していた世

帯はそれまでの被保護世帯に比べ稼働能力が高いと考えられるため、通達ダミー、前年度

開始率と通達ダミーの交差項ともに符号は正であると考えられる。 

労働市場要因の説明変数として、失業率と有効求人倍率を用いる。失業率が高い都道府

県ほど被保護者の就業状況が厳しくなるため、廃止率には負に影響を与え、有効求人倍率

が高い都道府県ほど被保護者の就業状況が良くなるため廃止率には正の影響を与えると考

えられる。 
  

                                                      
9 2012年を除き、データの出所は『社会福祉行政業務報告』である。『社会福祉行政業務報告』では廃止
世帯数を 9 月時点の値のみ計上しているため、年間の廃止世帯数を算出するにあたり該当年の廃止世帯
数は得られた値を 12 倍した。算出した値と月次調査である『被保護者調査』の年度累計値との差は小
さく、年間の廃止世帯数を表せていると考えられる。 

10本稿で定義した廃止率について、高齢者世帯は 0.2%、障碍者世帯は 1%未満である。 
11最低賃金法改正施行月は 10 月である一方、被説明変数のデータ出所である『社会福祉行政業務報告』

『被保護者調査』の調査期間はそれぞれ 9 月と 7 月である。最低賃金法改正による引上げの影響はその
翌年の調査に反映されると考えられるため、最低賃金額の値は前年度のものを使用した。 

12『社会福祉行政業務報告』において、保護廃止世帯数は調査年９月時点での廃止世帯のみを計上するの

に対し、保護開始世帯数は一年間の平均であるため、少なくとも 10、11、12 月に開始した世帯と廃止世

帯の前後関係が重なってしまうのを考慮し、開始率を前年度開始率とした。 
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表 3-1 利用データ一覧 

データ 説明 出所 

被説明変数     

廃止率（％） 

「働きによる収入の増加・

取得」を理由とする廃止世

帯数を現に保護を受けた世

帯数（母子世帯・傷病者世

帯・その他の世帯）で除し

たもの 

『社会福祉行政業務報告』 

『被保護者調査』 

説明変数    

＜可処分所得要因＞    

前年度最低賃金額（百円/時） 時間あたり法定最低賃金 『最低賃金決定要覧』 

国民健康保険料（千円/年） 
一世帯あたりの国民健康保

険料（税）調停額 
『国民健康保険事業年報』 

＜労働市場要因＞    

失業率（％）   『労働力調査』 

有効求人倍率   『労働市場年報』 

＜制度要因＞    

前年度開始率（％） 

その他世帯の生活保護受給

開始世帯数を総世帯数で除

したもの 

『社会福祉行政業務報告』 

『被保護者調査』 

『住民基本台帳に基づく 

全国人口・世帯数表』 

通達ダミー 

2008 年までを“0”、2009

年以降を“１”の値をとる

ダミー変数 

 

前年度開始率 

＊通達ダミー交差項 

前年度開始率と通達ダミー

の交差項 
 

 

記述統計量を表 3-2 に示す。被説明変数である廃止率の分布は 0%～1.2%区間である。

平均値は0.293%であり、分母である現に保護を受けた世帯数（母子世帯・傷病者世帯・そ

の他世帯）に対する割合は非常に小さい。また、標準偏差は 0.151 と大きいことが明らか

である。 

表 3-2 記述統計量 1999~2012 年(14 時点) 

変数 サンプルサイズ 平均 標準偏差 最低値 最大値 

廃止率 658 0.293 0.151 0.000 1.191 

前年度最低賃金 658 6.507 0.408 5.890 8.370 

国民健康保険料 658 154.666 14.771 115.084 194.975 

有効求人倍率 658 0.717 0.272 0.220 1.950 

失業率 658 4.360 1.024 2.200 8.400 

前年度開始率 658 0.039 0.034 0.000 0.228 

通達ダミー 658 0.267 0.452 0.000 1.000 

前年度開始率 

＊通達ダミー交差項 

658 0.020 0.039 0.000 0.228 
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第3項 推定結果 

 推定結果を表 3-3 に示す。Model1-1、Model1-2 は制度要因として前年度開始率を変数

に組み入れたモデルである。Model2-1、Model2-2 は通達ダミーを、Model3-1、Model3-2

は前年度開始率と通達ダミーの交差項を Model1-1、Model1-2 に加えたモデルである。ま

た、Model1-1、Model2-1、Model3-1 は労働市場要因として有効求人倍率を、Model1-2、

Model2-2、Model3-2 は失業率を説明変数に組み入れたモデルである。 

 可処分所得要因について、前年度最低賃金、国民健康保険料ともに廃止率に有意な影響

は与えていない。 

 労働市場要因について、Model1-1、Model2-1では 90%水準で、Model3-1では 99%水準

で有効求人倍率が廃止率に負に有意な影響を与えている。これは玉田（2007）、四方・田

中（2011）と同様に、「有効求人倍率が高いほど廃止率が下がる」という仮定とは逆の結

果である。 

前年度開始率については Model1-1、Model1-2、Model3-1 では 90%水準で、Model3-1

では 95％水準で廃止率に有意な影響を与える結果であり、仮説を支持する結果となった。

しかし、通達ダミー、前年度開始率と通達ダミーの交差項ともに廃止率に有意な影響は与

えていない。 
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表 3-3 廃止率に関する要因分析 1999~2012 年(14 時点) 固定効果モデル13 

被説明変数 Model1-1 Model1-2 Model2-1 Model2-2 Model3-1 Model3-2 

廃止率 係数 係数 係数 係数 係数 係数 

 [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] 

前年度最低賃金 -0.047 -0.045 -0.044 -0.061 -0.024 -0.029 

 [-1.45] [-1.36] [-0.86] [-1.21] [-0.65] [-0.78] 

国民健康保険料 -0.001 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 

 [-0.49] [-0.13] [-0.48] [-0.20] [-0.29] [0.06] 

有効求人倍率 -0.048  -0.049  -0.058  

 [-1.87]*  [-1.66]*  [-2.18]**  

失業率  0.014  0.012  0.015 

  [1.31]  [1.08]  [1.43] 

前年度開始率 0.428 0.434 0.434 0.401 0.938 0.784 

 [1.71]* [1.72]* [1.64] [1.52] [2.09]** [1.77]* 

通達ダミー   -0.002 0.011   

   [-0.07] [0.42]   

前年度開始率     -0.531 -0.362 

＊通達ダミー交

差項 

    [-1.37] [-0.96] 

定数項 0.693 0.528 0.674 0.648 0.509 0.382 

 [2.97]*** [2.19]** [1.95]* [1.74]* [1.89]* [1.34] 

R-sq-within 0.173 0.197 0.172 0.202 0.136 0.152 

R-sq-between 0.012 0.009 0.012 0.010 0.015 0.011 

R-sq-overall 0.021 0.027 0.021 0.031 0.011 0.016 

グループ数 47 47 47 47 47 47 

サンプルサイズ 658 658 658 658 658 658 

 

第3節 短期間における実証分析 
 2007 年第 1 期安倍政権による成長力底上げ戦略による引き上げ、また、2008 年の最低

賃金改正法により、最低賃金を定める際、生活保護基準との比較も加味されることになっ

た。以前とは異なり、生活保護に係る施策と整合性に配慮した基準で最低賃金額が定めら

れるため、最低賃金が廃止率に与える影響も異なると予想される。そのため、2007 年以降

に時点を絞り再度分析する。 

第1項 推定モデル 

推定モデルは以下の通りに設定する。 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽1 + 𝑃𝑖𝑡𝛽2 + 𝐿𝑖𝑡𝛽3 + 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

i=1,2,…47（都道府県）；t=2007,…2012（年） 

                                                      
13 ***,**,*はそれぞれ推定された係数が 1%,5%,10%水準で統計的に有意にゼロとは異なることを示す。 
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ここで、被説明変数𝑦は廃止率、𝑋は可処分所得要因、𝑃は制度要因、𝐿は労働市場要因、

𝜀は個別効果、𝑢は誤差項である。i は都道府県、t は年を表している。 

第2項 使用データ 

推定モデルに用いるデータの一覧と出所は表 3-4 の通りである。 

制度要因の説明変数としてケースワーカー（以下、CW）充足率を新たに加えた14。CW

充足率は、CW 配置標準数に対する実際に従事している CW 数の比率である。ケースワー

カー配置標準数は社会福祉法（１６条）により定められており、市部・郡部ごとの被保護

世帯数から導かれる。CW 充足率が低いほどマンパワーの制約から自立支援に手が回ら

ず、廃止率が低くなると考えられる。 

表 3-4 利用データ一覧 

データ 説明 出所 

被説明変数     

廃止率（％） 

「働きによる収入の増加・

取得」を理由とする廃止世

帯数を現に保護を受けた世

帯数（母子世帯・傷病者世

帯・その他の世帯）で除し

たもの 

『社会福祉行政業務報告』 

『被保護者調査』 

説明変数    

＜可処分所得要因＞    

前年度最低賃金額（百円/時） 時間あたり法定最低賃金 『最低賃金決定要覧』 

国民健康保険料（千円/年） 
一世帯あたりの国民健康保

険料（税）調停額 
『国民健康保険事業年報』 

＜労働市場要因＞    

失業率（％）   『労働力調査』 

有効求人倍率   『労働市場年報』 

＜制度要因＞    

CW 充足率 
CW 配置標準数を CW 数で

除したもの 

『社会福祉行政業務報告』 

『被保護者調査』 

『地方公共団体定員管理関

係』 

前年度開始率（％） 

その他世帯の生活保護受給

開始世帯数を総世帯数で除

したもの 

『社会福祉行政業務報告』 

『被保護者調査』 

『住民基本台帳に基づく 

全国人口・世帯数表』 

通達ダミー 

2008 年までを“0”、2009

年以降を“１”の値をとる

ダミー変数 

 

前年度開始率 

＊通達ダミー交差項 

前年度開始率と通達ダミー

の交差項 
 

                                                      
14 1999 年以前はケースワーカー配置法定数として義務付けられていたが、2000 年施行の社会福祉事業法

15 条改正により配置法定数から努力目標である配置標準数に変更された。1999 年以前はデータの取得
が不可能なため、2 節の分析では変数として使用しなかった。 
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記述統計量を表 3-5 に示す。被説明変数である廃止率の平均値は 0.27%であり

1999~2012 年期間と比べて低い。また、標準偏差は 0.141 と大きいことが明らかである。

また、前年度最低賃金の平均値は 1999~2012 年期間と比べて約 3%高い。 

表 3-5 記述統計量 2007~2012 年(6 時点) 

変数 サンプルサイズ 平均 標準偏差 最低値 最大値 

廃止率 282 0.270 0.141 0.000 1.191 

前年度最低賃金 282 6.710 0.435 6.100 8.370 

国民健康保険料 282 155.586 14.654 115.084 194.319 

CW 充足率 282 1.211 0.442 0.533 3.344 

有効求人倍率 282 0.721 0.275 0.280 1.950 

失業率 282 4.247 0.940 2.200 7.500 

前年度開始率 282 0.056 0.042 0.000 0.228 

通達ダミー 282 0.667 0.472 0.000 1.000 

前年度開始率 

＊通達ダミー交差項 

282 0.046 0.048 0.000 0.228 

 

 

 

第3項 推定結果 

 推定結果を表 3-6 に示す。Model4-1、Model4-2 は制度要因として前年度開始率を変数

に組み入れたモデルである。Model5-1、Model5-2 は通達ダミーを、Model6-1、Model6-2

は前年度開始率と通達ダミーの交差項を Model4-1、Model4-2 に加えたモデルである。ま

た、Model4-1、Model5-1、Model6-1 は労働市場要因として有効求人倍率を、Model4-2、

Model4-2、Model4-2 は失業率を説明変数に組み入れたモデルである。 

 前年度最低賃金について、Model5-1 は 90%水準で、Model4-1、Model4-2、Model6-1、

Model6-2 は 99%水準で廃止率に有意な影響を与えている。廃止率の平均値が 0.27%であ

ることから定量的に見ても前年度最低賃金の引き上げは大きな影響を与えている。国民健

康保険料については 2 節の推定結果と同様に、廃止率に有意な影響を与えていない。 

 労働市場要因について、有効求人倍率、失業率ともに廃止率に有意な影響を与えていな

い。これは雇用者の求める技能を生活保護受給者が身に着けていないため、たとえ求人が

有ったとしても雇用されないことを示唆している。 

制度要因について、CW 充足率は廃止率に有意な影響を与えていない。前年度開始率に

ついて Model5-1、Model5-2、Model6-1、Model6-2 は 90%水準で、Model4-1、Model4-2

は 95%水準で廃止率に有意な影響を与えている。しかし、前年度開始率の平均値が

0.056%であることから、定量的に大きな影響があるとは言い難い。第 2 節の推定結果と同

様に通達ダミー、前年度開始率と通達ダミーの交差項ともに廃止率に有意な影響は与えて

いない。 
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表 3-6 廃止率に関する要因分析 2007~2012 年(6 時点) 固定効果モデル15 

被説明変数 Model4-1 Model4-2 Model5-1 Model5-2 Model6-1 Model6-2 

廃止率 係数 係数 係数 係数 係数 係数 

 [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] [標準誤差] 

前年度最低賃金 0.173 0.172 0.125 0.115 0.193 0.193 

 [3.27]*** [3.35]*** [1.85]* [1.65] [3.29]*** [3.35]*** 

国民健康保険料 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 [-0.10] [-0.10] [-0.13] [-0.17] [-0.02] [-0.03] 

有効求人倍率 0.005  0.034  -0.001  

 [0.15]  [0.79]  [-0.01]  

失業率  -0.003  -0.017  0.002 

  [-0.17]  [-0.88]  [0.09] 

CW 充足率 0.024 0.025 0.028 0.030 0.027 0.027 

 [0.60] [0.60] [0.69] [0.73] [0.65] [0.66] 

前年度開始率 0.643 0.646 0.553 0.564 1.150 1.163 

 [2.28]** [2.28]** [1.89]* [1.93]* [1.67]* [1.66]* 

通達ダミー   0.034 0.038   

   [1.13] [1.20]   

前年度開始率     -0.455 -0.470 

＊通達ダミー交

差項 

    [-0.81] [-0.81] 

定数項 -0.935 -0.916 -0.651 -0.486 -1.097 -1.102 

 [-2.24]** [-2.39]** [-1.33] [-0.93] [-2.36]** [-2.46]** 

グループ数 47 47 47 47 47 47 

サンプルサイズ 282 282 282 282 282 282 

 

                                                      
15 ***,**,*はそれぞれ推定された係数が 1%,5%,10%水準で統計的に有意にゼロとは異なることを示す。 
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第4章  政策提言 

第1節 政策提言の概要 
 前章の推定から、Model6-1、Model6-2 では、その他の要因をコントロールした状態で

前年度最低賃金を 100 円引き上げると、廃止率が約 0.193％上昇することが示された。図

4-1 は 2012 年時点における都道府県別廃止率を示したものである。最高値は愛知県の

0.6%、最低値は沖縄県の 0.09％であり、その格差は約 0.5%である。中央値が 0.33％であ

るから、その格差は極めて大きいことが明らかである。図 4-2 は前章 3 節の分析期間にお

ける廃止率と前年度最低賃金の散布図である。図 4-2 が示すように廃止率と前年度最低賃

金が正の相関関係にあることに加え、前章 3 節の推定結果から、前年度最低賃金は廃止率

の都道府県間格差の一因であることは明らかである。生活保護制度は全国民無差別に適用

される制度である。経済的自立の難易度の環境が地域によって規定されてはならない。

よって、本稿では最低賃金額の引き上げによる廃止率都道府県間格差の是正を政策提言と

する。2012 年時点での廃止率が全国中央値未満である 23 都の道府県を対象に、各都道府

県の廃止率を全国中央値まで引き上げることで格差是正とする。第 2 節で最低賃金引き上

げ額を試算する。 
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出所：『被保護者調査』より筆者作成。 

 

出所：『福祉行政報告例（各年版）』『被保護者調査』『最低賃金決定要覧』より筆者作

成。 

図 4-1 2012 年における都道府県別廃止率 

 

図 4-2 2007 年から 2012 年における最低賃金と廃止率の関係 
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第2節  引き上げ額試算 
 

政策対象の都道府県において 2014 年現在の最低賃金額から何円引き上げれば、廃止率

の格差が是正できるか試算する。試算方法として次の手順を行った。第一に、2012 年時点

での全国廃止率中央値と各都道府県廃止率の差をとり是正すべき廃止率格差を求める。第

二に、その廃止率を前章の推定で求めた前年最低賃金の係数16で除し、格差是正に必要な

最低賃金上昇値を求める。第三にその上昇値と 2012 年廃止率に影響を及ぼしたと考えら

れる2011年最低賃金額の和から格差是正に理想的な最低賃金を求める。最後に、その最低

賃金と 2014 年現在の最低賃金の差から、最低賃金の引き上げ額を求める。 

政策対象と最低賃金引き上げ額を表 4-1 に示す。色が塗られているセルの 12 の都府県で

は最低賃金引き上げ額が正の値をとる。色のついていないセルは 2014 年現在の最低賃金

額が格差是正のための理想最低賃金を上回っており、マイナスの値をとっている。そのた

め、これらの地域では廃止率格差が是正され得ると考えられる。よって、引き上げ額が正

の値をとる 12 の都道府県を対象に最低賃金を引き上げることを本稿の政策提言とする。 

  

                                                      
16 Model6-1 の係数 0.193 
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表 4-1 最低賃金引き上げ額 

廃止率が中央値以下の都道府県 最低賃金引き上げ額（円） 

北海道 -33 

青森県 56 

秋田県 -10 

山形県 4 

福島県 -29 

東京都 12 

富山県 -15 

石川県 15 

福井県 -23 

山梨県 34 

京都府 -6 

大阪府 -11 

兵庫県 5 

鳥取県 9 

徳島県 12 

香川県 -15 

愛媛県 -8 

福岡県 16 

佐賀県 -22 

長崎県 33 

熊本県 -17 

鹿児島県 6 

沖縄県 96 

第3節 最低賃金の引き上げが雇用に与える影響 
 本稿では生活保護制度内の稼働世帯を対象として、最低賃金の引上げにより廃止率が上

昇するという結果が得られ、最低賃金の引き上げを政策提言として主張した。しかし最低

賃金の引き上げという政策を論じるにあたり留意しなければいけない点は最低賃金の引き

上げが雇用に負の影響を与えるのではないかという点である。 

しかしながら、最低賃金が雇用（とくに壮年者の雇用）に与える影響については、実証

研究を行った先行研究では確認されていない。日本における研究でとくに最低賃金の引き

上げ幅が大きい 2007 年以降の先行研究でも、JILPT（2011）は都道府県別パネル・デー

タを用い、最低賃金の引き上げは 10 代男子性の雇用者比率と 60 歳以上女子性のパート・

アルバイト比率を高めるという結果を得ているが、同様に、17川口・森（2013）はミクロ

パネル・データを用い、最低賃金の上昇は 10代若年労働者の就業率を減少させるという結

論を得ている。雇用への効果が正か負かいずれにせよ、就労で生活を支えるべき壮年者の

雇用への影響は確認されていない。最低賃金の引き上げが雇用に負の影響を与えるという

結果を示した先行研究では、若年労働者や高齢者の雇用を減少させるとのべている。被保

護世帯で就労自立支援が必要な年齢階層は 20 代から 50 代であると考えられるので、最低

賃金の引き上げにより稼働能力のある被保護世帯の雇用には影響は少ないと考えられる。 

                                                      
17 川口・森（2013）は定量的な数値として、最低賃金の 10％の上昇は 10 代男女の就業率を 5.25 ポイン

ト減少させる効果があることを示している。 
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また、10 代労働者は家計補助的なアルバイトが多く、雇用量が低下しても世帯主でない

ため、世帯の所得に深刻な影響を与えるとは考えにくい。60 歳以上の労働者については、
18低所得者層に対する年金給付額の引き上げで（公的年金制度側）対応すれば、雇用量低

下ということはさほど問題にならないであろう。  

また最低賃金が雇用に与える影響についての実証分析の蓄積が多いアメリカにおいても

最低賃金が雇用に与える影響について明確な結論はでていない。鶴（2013）はアメリカ・

イギリスなどで最低賃金が雇用に負の影響を与えない結果が出る理由は最低賃金が比較的

緩やかに引き上げられているのではないかと述べている。現状分析では現在に至るまでの

最低賃金の実質的な引き上げ率は微小であることを明らかにした。よって第 2 節で算出し

た最低賃金額を引き上げても、実質的な最低賃金の引き上げ率は緩やかなものである。 

これらの議論から、最低賃金を小幅に段階的に引きあげれば雇用への負の効果は局所的

であれ、極めて限定的であると考えられる。 

 よって本稿では最低賃金の引き上げにより、稼働能力のある被保護者世帯の経済的自立 

を促すことが可能であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
18実際に、消費税率 10％への引き上げが施行される予定の平成 27 年 10 月１日に施行される「年金生活者

支援給付金の支給に関する法律」により、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金の受給者に、老
齢年金生活者支援給付金が支給されるという改革が進められている。 
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