
原告団、弁護団、各団体・個人御中 

2009 年 6月 3日 午後 2時 

生存権裁判を支援する全国連絡会 

全国生活と健康を守る会連合会 

 

本日、生存権裁判の福岡地方裁判所の判決が午後 1時 30 分に

言い渡されました。 

原告の「老齢加算をもとにもどしてほしい」との願いを退け、不当判決！!  

判決要旨はまだ現地から届いていません。届き次第お送りします。 

 

生存権裁判・福岡地方裁判所判決についての声明 

2009 年 6月 3日 全国生活と健康を守る会連合会 

 

6 月 3日、福岡地方裁判所は、原告らの「老齢加算を元にもどしてほしい」との願い

をしりぞけ、不当判決を言い渡しました。この判決は、老齢加算の削減・廃止によって、

「健康で文化的な最低限度の生活」をうばわれた、高齢者の深刻なくらしの実態から目

をそむけたものです。国・厚生労働省いいなりで、「低所得者の消費水準よりも高い」

ことを理由に老齢加算の廃止を正当化しています。これらの低所得者は、生活保護基準

以下の生活を強いられている人たちが多く、本来生活保護が必要な「ワーキングプア」 

と言われる人たちの貧困状態をそのままにした上で、「低所得者の消費水準よりも高い」

というのは本末転倒です。 

福岡の原告のみなさんは、勇気をもって裁判に立ち上がり、多くの人たちを励まして

きました。弁護団のみなさんは、裁判所での審理をはじめ、勝訴判決をかちとるために、

昼夜をわかたず奮闘されました。生活保護基準が最低賃金や年金をはじめ国民生活に大

きな影響を与えることから、労働組合や医療関係者など広範な人たちが「生存権裁判は

私たち自らの問題」として運動に参加しました。こうした奮闘で、生存権裁判がマスコ

ミでもたびたび報道され、社会的な支持と世論を広げてきました。 

小泉内閣以来の「骨太の方針」にもとづく社会保障費の毎年 2200 億円削減方針の転

換を求める世論が広がっています。国のこの方針にもとづいて、老齢加算、母子加算の

廃止がおこなわれました。この方針転換をさせる規模まで世論をさらに大きく広げるこ

とが必要です。 

今年 12月 14 日には、京都地裁で判決が言い渡されます。そして、今年秋から来春に

かけて、秋田、新潟などで結審・判決が予想されます。国会では、民主党が「母子加算

復活法案」の提案を今国会にする予定です。全生連・生活と健康を守る会は、結成以来



54 年間、生活保護世帯をはじめ低所得者の命と人権、人間らしいくらしの保障を求め

て運動してきました。私たちは、こうした歴史を生かして、さらに支援の運動を広げて

大きな世論をつくるために奮闘するものです。 

以上 

 

生活保護の老齢加算廃止に対する福岡地裁判決に関

する声明 

2009 年 6月 3日  生存権裁判を支援する全国連絡会 

 

本日、福岡地方裁判所は、生活保護を利用する高齢者が国によって廃止された老齢加

算の復活を求めて提起した行政処分取消訴訟において、原告らの請求を棄却する判決を

言い渡した。私たちは、余命いくばくもない高齢者の訴えを退けた判決に強い憤りを禁

じえない。 

この間、政府・厚生労働省は、老齢加算及び母子加算の段階的な廃止を進めてきた。

このことで、多くの高齢者が生きがいと明日への生きる意欲を奪われ、自ら命を絶ち、

孤独死に追い込まれる状態を招いている。厚労省は、廃止の理由として、低所得世帯の

消費支出との比較をあげている。 

しかし、いま、我が国では、「ワーキングプア」と呼ばれる人たちが増大し、格差と

貧困が急速に拡大している。すでに世界金融危機を契機とした大企業による「派遣切り」 

の嵐が吹き荒れ、労働市場から放り出された人々が、住まいを失い、路頭に迷わされて

いる。憲法 25 条違反の低所得世帯の消費支出の放置こそ、社会的に許されない現実で

ある。 

このような状況において、本日の判決には、原告らの生活実態を踏まえて、老齢加算

を削減・廃止した保護変更決定の違法性を認めることが期待されていた。また、憲怯に

よって保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を定める生活保護基準の重要性を

改めて確認し、社会保障費の削減政策を否定することも期待されていた。その期待は完

全に裏切られた。加算廃止を厚生労働大臣の裁量の範囲内とすることは人間としての生

活、人間の生命の切り捨てまで裁量の範囲というに等しい暴論といわざるをえない。 

私たちは、不当判決に強く抗議するとともに、このような不当判決に屈することなく、

続く京都などでの勝訴判決をめざし、老齢加算、母子加算を復活させるために引き続き

たたかうことを誓うものである。 

  



平成 18年 第 12 号．平成 19年 第 18 号 生活保護変更決定取消請求事件 

判 決 要 旨 

平成 21 年 6月 3日 

福岡地方裁判所第１民事部 
１ 事案の概要 

本件は、北九州市において生活保譲を受けていた 70 歳以上の原合らが、厚生労働

大臣が、平成 16年以降、保護基準を改定し、原則として 70歳以上の者に生活扶助費

を加算する、いわゆる老齢加算を減額・廃止したことは、憲法 25 条１項．生活保護

法 56 条等に反し違憲、違法であるとして、これに基づく社会福祉事務所長による変

更決定（以下「本件各決定」という。）の取消しを求めた事案である。 

 

２ 争点及び判断基準 

(1) 争点 

本件の主な争点は、厚生労働大臣が保護基準を改定して老齢加算を減額・廃止した

ことが、違憲、違法なものといえるかという点である。 

(2) 判断基準，審査方法 

ア 厚生労働大臣の定める保護基準は，憲法の定める「健康で文化的な最低限度の生

活」を維持するに足りるものでなければならないところ、何が健康で文化的な最低

限度の生活であるかの認定判断は、厚生労働大臣の合目的的裁量に委ねられており、

現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、憲法及び生活保護法の

趣旨・目的に反し、裁量権の限界を逸脱、濫用した場合に、違法となる（最高裁大

法廷昭和 42年 6月 24 日判決）。 

イ 他方、生活保護法 56 条 1 項は「被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定

された保護を、不利益に変更されることがない。」と定めている。保護基準が不利

益に変更されると、これに基づいて個々人に対する保護決定も不利益に変更される

ことや、同条の趣旨・目的等にかんがみると、保護基準を不利益に変更するために

は、「正当な理由」が必要であると解される。 

すると、同法 56 条にいう「正当な理由」の有無をどのような方法で判断するか

が問題となるが、そもそも何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断

について厚生労働大臣が裁量権を有していることや、保護基準の専門技術的・政策

的性格を考慮すると、この点についても、厚生労働大臣に一定の裁量権があり、裁

判所は、その理由の正当性に関する厚生労働大臣の判断が、署しく合理性を欠き、

裁量を逸脱・濫用したといえるかを審査すべきである。ただし、その裁量の範囲は、

新規に保護基準を定立する場合に比べて小さいというべきである。 

 



３ 老齢加算減額・廃止の適法性 

(1) 被告の主張する理由 

被告は、老齢加算を減額、廃止した理由として 

① 生活保獲において保障すべき最低生活の水準は、ー般国民の生活水準との関連

においてとらえられるべき相対的なものであり、具体的には、年間収入階級第

1・10 分位（調査対象者を年間収入額順に並べ、対象者数をｎ等分した場合に、

ｍ番目に低いグループを、第ｍ・ｎ分位と表す。）の世帯の消費水準に着目す

ることが適当であるとの考え方（以下「考え方①」という。）を前提に 

② 単身無職の 60 歳から 69 歳までの者と 70 歳以上の者の生活扶助相当消費文出

額（消費支出額の全体から、生活扶助以外の扶助に該当するもの、被保護世帯

は免除されているもの、家事使用人給料・仕送り金など最低生活費になじまな

いものを控除したもの。）を比較すると、全世帯平均、第 1・5分位、第 1・10

分位において、いずれも 60 歳から 69 歳までの者より、70 歳以上の者の生活

扶助相当消費支出額が低いこと（以下「比較①」という。） 

③ 第１・5 分位の 70 歳以上の単身無職の者の生活扶助相当消費支出額と、70 歳

以上の者の老齢加算を除く生活扶助基準額を比べると、生活扶助基準額が高い

こと（以下「比較②」という。） 

を挙げている。 

(2) 考え方①について 

まず考え方①について検討すると、「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内

容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活

の状況等との相関関係によって決すべきものであるところ（最高裁大法廷昭和 57 年

7 月 7 日判決）、一般国民の消費文出額は、国民生活の状況を示す 1 つの合理的指標

と考えられるから、一般国民の消費支出額に着目して保護基準を定めることは、憲法

や生活保護法に沿うものである。 

そして、これまでの生活扶助基準の算定方式とそれに伴う一般世帯との消費格差の

推移や、本件保護基準改定時の統計などを検討すると、本件保護基準改定当時、第 1・ 

10 分位の水準に着目したことが、合理性を欠くとは認められない。 

(3) 比較①について 

平成 11 年度の全国消費実態調査の調査票を用いて、60 歳代の者と 70 歳以上の者

の生活扶助相当消費支出額を算出すると、70歳以上の者は、全世帯平均、第 1・5分

位、第 1・10 分位のいずれの収入階層においても、60 歳代の者よりも、生活扶助相

当消費支出額が低かった。 

この調査結果からは、70 歳以上の者が、60 歳代の者に比べて、生活扶助の想定す

る費目に係る消費水準が高く、加算の必要があるということはできない。 

(4) 比較②ついて 



平成 11 年度の全国消費実態調査における単身無職世帯の所得階層別の生活扶助相

当消費支出額と、生活扶助額を比較すると、70 歳以上の者の老齢加算を除いた生活

扶助額（7万 1190 円）は、第 1・10 分位の生活扶助相当消費支出額（6万 2277 円）

だけでなく、第 1・5分位の生活扶助相当消費支出額（6万 5843 円）をも相当程度上

回っていた。 

考え方①に基づく、この調査結果からは、70 歳以上の者の老齢加算を除いた生活

扶助額が妥当なものであったということができ、70 歳以上であることを理由に，一

律に基準生活費に一定額を加算する必要があるということはできない。 

(5) 原告の主な主張に対する検討 

ア 特別需要について 

原告は、従来、厚生省等においても、高齢者には特別な需要があるとして、老齢

加算の妥当性が検証されてきたことを主張している。しかし、原告が指摘する昭和

58 年の検証手法は、高齢者世帯が他の世帯に比べて支出が多い費目があることか

ら、直ちに老齢加算の要否及び額の妥当性を導いている。わが国の生活扶助は原則

として金銭によって行われ、その使途が限定されるものでないから、加算の要否は、

本来、生活扶助に相当する費目の総額で比校検討するのが最も合理的と考えられ、

前記のような検証方法によらなかったからといって、不合理ではない。 

イ 基準生活費の検証等について 

原告は、老齢加算の減額・廃止を検討した、厚生労働省社会保障審議会福祉部会

「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」において指摘された、生活扶助費の

妥当性が検討されないまま、老齢加算のみが滅額・廃止されたと主張している。確

かに、同委員会の中間取りまとめにおいて、生活扶助制度の在り方として指摘され

た点の多くは、老齢加算の対象世帯に当てはまるもので、本来、老齢加算を減額す

る際に、併せて基準生活費の見直しを行うことが望ましかったといえる。しかし、

前記比較②で見たとおり、70 歳以上の者の生活扶助費が一般に最低生活の基準を

下回っていたとは認められず、同委員会の最終的な報告書でも、生活扶助基準は基

本的に妥当であったとされている。すると、この点を考慮しても、老齢加算を減額・

廃止したことが著しく不合理であったということまではできない。 

(6) まとめ 

以上によると、厚生労働大臣が、上記(1)を理由に老齢加算を減額・廃止したこと

につき、裁量権の逸脱・濫用があるとは認められない。 

 

４ 原告の個別的な生活状況等の検討 

(1) 判断基準 

現行の生活扶助の妥当性に対する考え方は、上記考え方①のとおり、相対的基準を

採っており、個々人の具体的な生活像を想定したものではない。すると、わが国の国



民生活の水準が大きく低下したり、収入階層別の消費支出額の格差が大きく広がると、

保護基準が、考え方①からは妥当であっても、現実の生活条件を無視した著しく低い

ものとなることが考えられる。このような場合には、当該保護基準に基づく保護変更

決定が違法となることを免れない（前掲・最高裁昭和 42年 5月 24 日判決参照）。 

(2) 住居・食事等 

そこで、原告らによるアンケートの結果や尋問の結果等から、原告の暮らしぶりを

検討すると、食事・住居といった基本的生活条件、電化製品の保有・使用状況、入浴

の状況については、いずれも制約のある状況にはあるものの、健康で文化的な生活水

率を下回っているとは認められない。 

(3) 文化的、社会的活動等 

「健康で文化的な生活水準」は、単に肉体的生存を維持することができることを意

味するものではなく、親類・友人との交際や、読書、テレビの視聴等の文化的、社快

適活動を一定程度行うことが可能なものであると考えられる。 

このような観点から検討すると、原告らが、老齢加算の減領・廃止によって、家計

に打撃を受け、肩身の狭い思いをしていることは理解できる。しかし、原告らの収支

では収入が支出を一定額上回っている状況にあることがうかがわれること、原告らの

多くが、テレビを保有し、新聞を購読するなどしていること、原告らの多くは定期的

に外出し、趣味を有する者も見られること、原告らが肩身が狭い思いをしていると訴

える冠婚葬祭や贈答の要否等は、個々人の価値観によるところが大きい事柄であり、

それぞれの価値観に従って祝意・弔意を示して社会的交際を行うことが不可能な状況

にあるとまでは認められないことなどを考慮すると、原告らの生活が、健康で文化的

な生活水準を下回っているということはできない。 

(4) まとめ 

以上によると、老齢加算廃止後の保護基準が、現実の生活条件を無視した著しく低

いものであるということはできない。 

 

５ 結論 

よって、本件各決定が、憲法や生活保護法等に反するとは認められない。 

 

 


