6.26緊急院内集会

いのちのとりで裁判
名古屋地裁判決を受け
あるべき生活保護基準を考える
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活保護制度のあり方
が問われているなか、「いのちのとりで裁判」の初めての判決が6月
25日に名古屋地裁で出されます。この裁判は、2013年からの史上最
大（平均6.5％、最大10％、年額670億円）の生活扶助基準引き下げ
に対し、29都道府県で1027名（最大値）の生活保護利用者が立ち上
がったものです。
注目の名古屋地裁判決を受けて、翌26日に緊急院内集会を開催し
ます。今回は名古屋をはじめ、近く判決が予想される全国数カ所を
オンラインで接続し、判決を受けての「思い」やエール交換を行う
予定です。
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司会：雨宮処凛さん（作家）

稲葉剛さん（つくろい東京ファンド代表理事）

（金）

●基調報告

14:00～16:00
衆議院第1議員会館・
大会議室

「名古屋地裁判決の成果と課題」
森弘典さん（愛知県弁護士会所属弁護士、生存権
訴訟愛知弁護団事務局長）

●特別報告

「名古屋地裁判決を受けて」

地下鉄丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」
1番出口徒歩3分
地下鉄有楽町線・南北線・半蔵門線「永田町駅」
徒歩5分

名古屋地裁原告・支援者（オンライン）
全国各地の原告・支援者（会場から・オンライン）

●国会議員あいさつ

入場無料・申込不要
※午後1時30分から、上記議員会館ロビーにて通
行証を配布します。
※マスク着用、手洗い励行にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入
場・着席を制限させていただく可能性がござい
ます。ご容赦願います。

●連帯あいさつ
支援団体より
●閉会あいさつ
井上英夫さん（いのちのとりで裁判全国アクション
共同代表、金沢大学名誉教授）
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名古屋地裁判決の問題点
2020.６.26

弁護士

森

弘

典

第１ 生活保護法３条、８条違反
※１ 厚生労働大臣の裁量権（判決 p66～73）
(1) 生活保護法３条、８条２項（判決 p66～68）
国の財政事情を無視することができず（判決 p66）
(2) 制度後退禁止の原則（判決 p68～71）
(3) 考慮事項の要考慮、他事考慮の禁止（判決 p71～72）
国の財政事情、他の政策等の多方面にわたる諸事情を広く考慮する必要
(4) 専門家による検討（判決 p72～73）
確かに・・・通例であったということができる。しかしながら、
・・・法令上の
根拠は見当たらず、
・・・直ちに・・・厚生労働大臣の裁量権が制約されるという
ことはできない。
２ ゆがみ調整（判決 p73～）
(1) 第Ⅰ-10 分位世帯と比較（判決 p76～80）
際限ない引下げを招く→的確な証拠はない（判決 p79～80）
(2) 比較対照群から生活保護利用世帯が除外されていない（判決 p80～82）
(3) まとめ（判決 p82）
基準部会の検証結果に統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見と
の整合性に欠けるところはない。
厚生労働大臣の判断は、
・・・判断の過程及び手続に過誤、欠落があると解すべ
き事情はうかがわれない。
※３ デフレ調整（判決 p82～）
(1) 専門家による検証が行われていない（判決 p82～83）
・・・認められる。しかしながら、
・・・通例であったということができるもの
の・・・法令上要求されていない・・・直ちに・・・厚生労働大臣の判断の過程
及び手続に過誤、欠落があったということはできない。
(2) デフレ調整を行う必要性（判決 p83～86）
厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量が認められるところ、
確かに、・・・しかしながら、・・・（判決 p84～85）
(3) 物価下落率算出における期間（判決 p86～89）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている
・・・ことも不合理ではなく（判決 p87）
物価下落率が大きくなるとしても・・・（判決 p88）
(4) 指数・価格参照時点を平成 22 年とした点（判決 p89～95）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている（判決 p90）
・・・ことも不合理とはいえない（判決 p92）
(5) ウェイト参照時点を平成 22 年としたこと（判決 p95～103）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている（判決 p95）
確かに、・・・しかしながら、・・・（判決 p97）
・・・異なるバイアスが生じるとしても、
・・・とまではいえない（判決 p98）
直ちに不合理であるということはできない（判決 p99）
確かに、・・・合理性が失われるものではない（判決 p101）
確かに、・・・しかしながら、・・・（判決 p101）
バイアスが・・・生ずることとなる。しかしながら、
・・・不合理であるという

2

6.26 緊急院内学習会
「いのちのとりで裁判 名古屋地裁判決を受け

あるべき生活保護基準を考える」

ことはできない（判決 p102）
確かに、・・・下方バイアスが生ずることが認められる。しかしながら、・・・
下方バイアスが生ずることをもって・・・不合理とはいえない（判決 p103）
物価下落率が大きくなるとしても、そのことをもって、
・・・直ちに不合理とは
いえない（判決 p103）
(6) 指数品目の選定の在り方（判決 p104～105）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている（判決 p104）
下落率が高く計算されるとしても、
・・・不合理であるということはできない（判
決 p105）
(7) 異なる品目数により算出した指数を比較している点（判決 p105～109）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている（判決 p106）
齟齬があるとしても著しく合理性を欠くまでとはいえない（判決 p106）
著しく合理性を欠くとまでいうことはできない（判決 p107）
不合理とまではいえない（判決 p108）
不合理であるとまではいえない（判決 p109）
(8) 家計調査に基づく一般世帯のウェイトを使用した点（判決 p109～113）
厚生労働大臣の専門技術的な見地からの裁量に委ねられている（判決 p111）
著しく合理性を欠くということはできない（判決 p111）
一定の差異が生ずるとしても、
・・・不合理であるということはできない（判決
p112～113）
４ ゆがみ調整とデフレ調整を重複して行った（判決 p113～114）
厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量が認められる（判決
p113）
両者がいずれも財政削減の効果を生ずることをもって、
・・・不合理であるという
ことはできない（判決 p114）
※５ ゆがみ調整の幅を基準部会の検証結果の２分の１とした（判決 p114～117）
基準部会の検証結果をそのまま生活扶助基準に反映させないとすることも合理性
を欠くということはできない（判決 p115）
影響が減額分よりも増額分の方が大きいとしても、
・・・不合理とはいえない（判
決 p117）
検証結果をそのまま生活扶助基準に反映しないことをもって、直ちに・・・とい
うことはできない（判決 p117）
※６ 政治的意図に基づく生活扶助基準改定（判決 p117～119）
もっとも、
・・・自民党の政策の影響を受けていた可能性を否定することはできな
い。しかしながら、
・・・生活保護費の削減などを内容とする自民党の政策は、国民
感情や国の財政事情を踏まえたものであって、厚生労働大臣が、生活扶助基準を改
定するに当たり、これらの事情を考慮することができることは・・・明らかである
（判決 p118～119）
７ 生活保護利用者の生活実態を考慮していない（判決 p119～122）
不自由を感じながら生活していることは認められるものの、他方で・・・
（判決ｐ
121～122）
第２

理由提示義務・理由付記義務違反（判決 p122～123）

第３

国家賠償（判決 p123～124）
以
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名古屋地裁判決の成果と課題
2020.６.26
第１ これまでの経緯
２０１３年 １月１８日
１月２７日
５月１５日
５月１６日
７月 ７日
８月
８月６,７日
９月１７日
1２月２４日
２０１４年 ２月２５日
３月２２日
４月１２日
５月１５日
５月１７日
５月２０日
７月３１日
８月 １日
１０月１９日
１１月 ３日
１１月２１日
２０１５年

１２月１９日
３月 ６日
３月２０日
３月２２日
５月２０日
５月２９日
７月３０日
９月２７日

２０１６年

１１月３０日
３月 ７日
５月２８日

6 月１６日
１０月２４日
２０１７年 ２月１５日
５月２５日
９月２５日
１２月１９日
２０１８年 ３月１９日
６月１８日
７月２７日
９月２１日
１２月１３日
２０１９年 ３月 ５日
３月２５日
４月 ８日
４月 ９日
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森

弘

典

社会保障審議会生活保護基準部会報告書
厚生労働省「生活扶助基準等の見直しについて」
生活保護基準引下げを前提とする予算成立
（参議院否決、憲法 60 条により成立）
厚生労働省告示
当事者向け説明会
生活保護基準引下げ（第１回）
生活保護基準引き下げＮＯ！全国一斉ホットライン
全国一斉審査請求
当事者・支援者・弁護団学習交流集会
佐賀県の生活保護利用者 14 名が訴訟提起
生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会 結成総会
当事者向け説明会
熊本県の生活保護利用者 30 名が訴訟提起
当事者・支援者・弁護団 第２回学習交流集会
一斉審査請求(2014 年 4 月基準改定分)
愛知県の生活保護利用者 16 名が訴訟提起
（2016 年 4 月 21 日 ５名追加提訴）
三重県の生活保護利用者 27 名が訴訟提起
原告団会議
訴状学習会
研修会「生活保護バッシングと運動上の課題─インタ
ーネット調査の結果を手がかりに─」
第１回進行協議
第２回進行協議
第１回口頭弁論
市民向け集会「生活保護を削減してもいいの!?～利用
者の暮らしと私たちの暮らし～」
一斉審査請求(2015 年 4 月基準改定分)
第３回進行協議、第２回口頭弁論
愛知・三重 212 名が年金額減額に対する訴訟提起
第４回進行協議、第３回口頭弁論
シンポジウム「ひとごとじゃない！壊れゆく社会保障
と私たちの暮らし」
第５回進行協議、第４回口頭弁論
第６回進行協議、第５回口頭弁論
人間らしい生活の保障を求める 5・28 集会「弱いも
のイジメやめよ！生活保護・年金たたかう分科会」
第７回進行協議、第６回口頭弁論
第８回進行協議、第７回口頭弁論
第９回進行協議、第８回口頭弁論
第１０回進行協議、第９回口頭弁論
第１１回進行協議、第１０回口頭弁論
第１２回進行協議、第１１回口頭弁論
第１３回進行協議、第１２回口頭弁論
第１４回進行協議、第１３回口頭弁論
第１５回進行協議
第１６回進行協議、第１４回口頭弁論
第１７回進行協議、第１５回口頭弁論
第１８回進行協議、第１６回口頭弁論
第１９回進行協議
第２０回進行協議
第２１回進行協議
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４月２３日 第２２回進行協議
５月 ９日 第２３回進行協議
６月 ５日 第２４回進行協議、第１７回口頭弁論
７月１９日 第２５回進行協議
８月１５日 第２６回進行協議
９月１８日 第２７回進行協議
９、１０月 証拠調べ（9.25、10.10、10.24）
（申出：専門家３、原告６、厚労相担当者１）
（実施：専門家３（統計学者、社会保障学者、フリー
ジャーナリスト）、原告 5）
１２月２３日 最終準備書面提出期限（被告は 12 月 27 日に提出）
２０２０年 １月２１日 第２８回進行協議
１月２７日 審理終結（第２１回口頭弁論）
６月２５日 判決言渡 １５：００

第２ 訴訟
１ 訴訟
(1) 全国における訴訟の動き
全国 29 地域で 1021 世帯が提訴（2020 年 6 月現在）、弁護団員 309 名
(2) 請求の趣旨（訴訟で何を求めているか）
① 取消訴訟→社会福祉事務所長による減額(処分)の取消を求める
被告は各自治体（名古屋市、刈谷市、豊橋市）（代表者市長）
② 国家賠償請求訴訟→国(厚生労働大臣)の責任を追及し賠償を求める
被告は国（代表者法務大臣）
(3) 判例（老齢加算廃止に関する最高裁判決）
① 平成 24 年 2 月 28 日第三小法廷判決（東京事件） 上告棄却
② 平成 24 年 4 月 2 日第二小法廷判決（福岡事件）
破棄差戻し
原審 平成 22 年 6 月 14 日福岡高裁判決
唯一の、高等裁判所での、しかも生存権裁判では朝日訴訟第１審判
決以来の 50 年ぶりの原告勝訴判決
⇨① 平成 24 年 2 月 28 日第三小法廷判決
「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に
欠けるところはない」
「厚生労働大臣の判断は、専門委員会のこのような検討等を経た前記第
１の３(5)アの意見（注：中間取りまとめ）に沿って行われたものであ
り、その判断の過程及び手続に過誤、欠落があると解すべき事情はう
かがわれない」（11 頁）
⇨② 平成 24 年 4 月 2 日第二小法廷判決
「主として老齢加算の廃止に至る判断の過程及び手続に過誤、欠落があ
るか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や
専門的知見との整合性の有無等について（差戻審でさらに）審査され
るべきものと解される」
「そもそも専門委員会の意見は、厚生労働大臣の判断を法的に拘束する
ものではなく、また、社会保障審議会（福祉部会）の正式の見解とし
て集約されたものでもなく、その意見は保護基準の改定に当たっての
考慮要素として位置付けられるべきものである」（10～11 頁）
２ 主な争点⇨リーフレット「いのちのとりで裁判の争点」
(1) 厚生労働大臣の基準引下げ処分に裁量権の逸脱・濫用があるか
(2) 厚生労働大臣が基準引下げの告示を行ったことが違法であるか
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(3)

本件告示に基づきなされた生活保護基準引下げによって、原告らが「健康で
文化的な最低限度の生活」を下回る生活を強いられ、精神的苦痛を被ったか
⇨(1)’(2)’（(1)(2)の具体的な問題として）
（ゆがみ調整）の問題
①「生活保護基準部会における検証結果を踏まえた調整」
②「前回見直し(平成２０年)以降の物価の動向を勘案」（デフレ調整）の問題
③生活保護利用者の生活実態を考慮していない問題
④手続が法律に違反している問題（生活保護基準引下げの理由が通知書に理解
できるような形で書かれていないこと）
⑤生活保護基準引下げの背景として社会保障制度「改革」（給付削減と負担増）
の問題
第３ 訴訟の意義─社会保障制度の改善、あるべき社会保障制度の構築に向けて─
１ 運動の成果
①生活保護・・・過去最高の１万件審査請求の達成
審査請求 全国 10,654 件（2013 年 11 月 22 日厚労省社会・援護局保護課）
生活保護関連の審査請求は 2009 年度 1,086 件が過去最多
年金・・・過去最高の 10 万件審査請求の達成
審査請求 全国 11 万 6,795 件（2014 年 1 月 26 日）→12 万 6,642 件
②保護基準のナショナルミニマム性の浸透→４７制度に連動⇨リーフレット
ア 住民税の非課税基準
2013 年 12 月の閣議により、所得税の課税最低ラインを生活保護基準引
き下げに伴って下げることを「１年間棚上げ」する方針（3000 万人近くの
方に影響があったという試算もある）、2014、15 年連続据え置き
イ 2014 年 4 月改定の生活保護基準
2014 年 4 月改定の生活保護基準は、「適正化とは別に、国民の消費動向
として平成 26 年度の民間最終消費支出の見通しの伸び等も総合的に勘案す
ることとし、その分として全ての世帯において、＋2.9％の改定率を盛り込む
こと」とされた。
消費税 3％時(1989 年)4.2％増額 cf.3％→5％時(1997 年)2.2％増額
ウ 就学援助
政府は「就学援助については、生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じ
る影響についての政府の対応方針を踏まえ、平成 25 年度当初に要保護者と
して就学支援を受けていた者については、引き続き要保護者として国庫補助
の対象とすることとしている。平成 26 年度予算においても、平成 25 年度
と同様に、従来ベースの事業実施に必要な予算を措置している」と述べた。
２ これまでの裁判の成果
(1) 全国における生活保護基準引下げ処分取消訴訟の動き
全国 29 地域で 1021 世帯が訴訟（2020 年 6 月 24 日現在）
(2) 全国における年金額引下げ処分取消訴訟の動き
44 都道府県(6 高裁,39 地裁)で 5297 名が訴訟（2020 年 6 月 22 日現在）
(3) 朝日訴訟以来の裁判の成果
朝日訴訟 「人間裁判」、生活保護基準算定方式変更、保護基準も著しく上昇
堀木訴訟 児童扶養手当と障害・老齢福祉年金との併給、特別児童扶養手当
と公的年金給付との併給が認められる、公的年金の併給に関する原則が見直
され、児童扶養手当の支給対象者が拡大し、児童扶養手当が増額された
第二の生存権裁判（老齢加算廃止、母子加算廃止） 2007 年に生活保護基
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準引下げが検討された際には理論的支柱、母子加算の復活（2009）
３ 生活保護基準引下げ、年金減額に対して審査請求、訴訟を提起する意義
（第一次的意義）
① ナショナルミニマム（国民的最低限、一つの国における国家が国民に保障す
る最低限の生活）そのものを守る
② 生活保護基準と連動する諸制度の利用者を守る（生活保護基準と連動する諸
制度の基準を引き下げさせない）
③ 労働、子育て、教育、医療、介護、住宅など他の社会保障制度と税制を守る
（社会保障による健康で文化的な最低限度の生活を保障する）
→ （運動的意義（課題）） 支援する会、学習会、宣伝行動
① 多くの人が声を上げること、当事者の生の声を届けること
② 生存権の中身を掘り下げ、考えること
③ 様々な制度との関係を整理、共有し共感を広げること
④ 制度改悪を食い止めること、制度を改善させること
⑤ 「権利(人権)としての生活保護」をつかみ取ること
４ さらなる引下げ、法「改正」に対抗
(1) 生活扶助基準見直し→審査請求（6135 件（2019 年 2 月末現在））
2018 年 10 月～3 年間に亘り段階実施 平均 1.8％、最大 5％、７割の世
帯で減額 年 160 億円削減
(2) 法「改正」（2013 年、2018 年）
・申請書の提出や書類の添付を義務付ける
・扶養義務者に対する調査権限の強化
・不正受給対策の強化（天引き徴収や非免責債権化 ⇒63 条返還債権まで）
・後発(ジェネリック)医薬品使用原則化
５ 国内での問題提起（最近の動き）
(1) 国会質問
2019 年 4 月 24 日 第 198 国会 衆議院厚生労働委員会
「一般論ということで言えば、算式が違うものを比較するというのは適切な
ことではないんだろうと思います」（総務省）
2019 年 5 月 15 日 第 198 国会 衆議院厚生労働委員会
「平成 20 年から 22 年分につきましては，さかのぼるという意味で、いわ
ゆるパーシェ方式、22 年から 23 年につきましては、いわゆるラスパイレ
ス方式と同じというふうに言えるということでございます」（厚生労働省）
（総務省統計局が作成する消費者物価指数においてパーシェ指数は）
「使われ
ておりません」（総務省統計局）
「パーシェ指数はラスパイレス指数より低目に推移する傾向があるとされて
おります」（総務省統計局）
（生活扶助相当品目を対象として、総務省の採用する指数算式（ラスパイレ
ス式＋接続）で消費者物価指数を計算すると、原告が訴訟で主張している
-2.26％であるという計算は）
「数字としては合っているというふうに承知
しております」（厚生労働省）
(2) 野党合同ヒアリング（2019 年 5 月 16 日）
勤労統計不正「賃金偽装」野党合同ヒアリング(生活保護の物価偽装について)
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/448803
(3)

研究者による共同声明（2019 年 2 月 27 日）
厚生労働省の「物価偽装」による生活保護基準引下げの撤回等を求める研究
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者共同声明
(4) 各種団体による声明等
・2017 年 12 月 20 日付け「生活保護基準について一切の引下げを行わない
よう求める会長声明」（日本弁護士連合会）
・2017 年 12 月 19 日付け「厚生労働省社会保障審議会生活保護基準部会報
告書案に対する会長声明」（日本司法書士会連合会）
・2017 年 12 月 15 日付け「生活保護基準の引き下げの見直しについて（要
望）」（日本精神保健福祉士協会）
・2017 年 12 月 19 日付け「生活保護基準額の引き下げに反対する緊急声明」
（日本ソーシャルワーカー連盟、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学
校連盟）
・2017 年 12 月 9 日付け「【緊急声明】生活扶助基準の引き下げを止めてく
ださい」（特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい）
６ 国際的な問題提起（経済的、社会的および文化的権利に関する委員会）
第 50 会期で採択された日本の第 3 回定期報告書に関する総括所見（2013 年）
９．委員会は、社会的扶助に対する予算配分額が相当に削減されたことによ
り、とりわけ全住民のうち不利な立場に置かれた集団および周縁化された集
団にとって、経済的および社会的権利の享受に悪影響が生じていることに、
懸念をもって留意する。
（第２条第１項、第２条第２項、第９条、第１１条）
締約国の義務の性質に関する一般的意見３号（1990 年）を想起しながら、
委員会は、後退的措置は利用可能な最大限の資源を全面的に活用する中での
みとられることを確保するよう、締約国に対して求める。さらに、委員会は、
締約国に対し、社会的給付の削減が受給者による規約上の権利の享受に及ぼ
す影響を監視するよう求める。委員会はまた、社会保障についての権利に関
する一般的意見 19 号（2007 年）のパラ 42、および、世界的な経済・財
政危機の文脈における規約上の義務に関して委員会の委員長が締約国に送
付した 2012 年 5 月 16 日付書簡に対して、締約国の注意を喚起する。
22．委員会は、締約国の高齢者、とくに無年金高齢者および低年金者の間で
貧困が生じていることを懸念する。委員会は、貧困が、年金拠出期間が受給
資格基準に達していない高齢女性に主として影響を与えていること、および、
スティグマのために高齢者が生活保護の申請を抑制されていることをとりわ
け懸念する。委員会はさらに、
「国民年金及び企業年金等による高齢期におけ
る所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」で導入
された改正により、多くの高齢者が無年金のままとなることを懸念する。
（第
9 条）
委員会は、国民年金制度に最低年金保障を導入するよう締約国に対して求
めた前回の勧告をあらためて繰り返す。委員会はまた、生活保護の申請手続
を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置
をとるよう、締約国に対して求める。委員会はまた、生活保護につきまとう
スティグマを解消する目的で、締約国が住民の教育を行なうよう勧告する。
委員会は、締約国が、性別、収入源および所得水準によって細分化された
高齢者（被爆者を含む）の状況に関する情報を、次回の定期報告書で提供す
るよう要請する。委員会は、高齢者の経済的、社会的および文化的権利に関
する一般的意見 6 号（1995 年）および社会保障についての権利に関する一
般的意見 19 号（2008 年）を参照するよう、締約国に対して求める。（日
本語訳：社会権規約ＮＧＯレポート連絡会議）
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第 26 会期で採択された日本の第 2 回定期報告書に関する総括所見（2001 年）
24．委員会はさらに、最低年金額が定められていないこと、および、年金制
度に事実上の男女格差が残っており、そのため男女の所得格差が固定化され
ていることを、懸念する。
35．委員会はまた、締約国が、規約に関する知識、意識および規約の適用を
向上させるため、裁判官、検察官および弁護士を対象とした人権教育および
人権研修のプログラムを改善するようにも勧告する。
国連人権高等弁務官事務所の人権専門家による警告（2018 年 5 月 24 日）
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の人権専門家（国連人権理事会の「特別
手続き」に属する専門家で、テーマ別特別報告者）は、プレスリリースを発
表し、日本政府が進めている生活保護基準の引き下げについて、貧困層の社
会保障を脅かすとして警告を発し、見直しを求めた。また、国会で審議され
ている生活保護法改正案の中に、生活保護利用者のみにジェネリック医薬品
を事実上強制する条文が含まれていることについても、「生活保護受給を理
由に、医薬品の使用に制限を課すことは、国際人権法に違反する不当な差別
に当たる」と懸念を表明し、改正案を慎重に再検討することを求めた。
「日本のような豊かな先進国におけるこのような措置は、貧困層が尊厳を持
って生きる権利を踏みにじる意図的な政治的決定を反映している」とし、「日
本は緊縮政策が必要な時においても、差別を撤廃し、すべての人に基本的な
社会的保護を保証する義務がある。貧困層の人権への影響を慎重に考慮せず
に採択されたこのような緊縮政策は、日本の負っている国際義務に違反して
いる」と付け加えた。「この基準に基づいて決定される最低生活水準は、国
際人権法で要求される適切な生活水準と合致しない。このような欠陥のある
方式に基づく受給額減額によって、日本はますます多くの人々を貧困に陥れ
ることになる」とした。
専門家は、国際義務に基づき、生活扶助費の引き下げの包括的な人権アセス
メントを行い、そして負の影響を緩和するために必要な対策を講じるよう、
政府に要請している。
７ 生活保障法、社会保障基本法をつくる運動→あるべき社会保障制度の構築
日弁連「生活保護法改正要綱案」（2008 年 11 月 18 日）
→「生活保護法改正要綱案（改訂版）」（2019 年 2 月 14 日）⇨リーフレット
生活保障法
① 権利性の明確化
「生活保障法」、「利用者」、「要保障者」、「生活保障給付」等
② 水際作戦を不可能にする制度的保障
ⅰ 申請権の制度的保障
ⅱ 実施機関の広報・教示義務、説明請求権の明記
ⅲ 「水際作戦」を誘発・助長する可能性のある規定の削除
ⅳ 捕捉率の調査・向上等に関する規定の新設、
◎③ 保護基準の決定に対する民主的コントロール
ⅰ 保護基準の決定に対する民主的コントロール等
ⅱ 専門的知見との整合性や再検証可能性の確保
ⅲ 当事者の意見の反映
④ 一歩手前の生活困窮層に対する積極的な支援の実現
生活保護基準の1.3倍の低所得層に対し、教育・住宅・医療・自立支援の
部分的給付
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⑤

ケースワーカーの増員と専門性の確保
ⅰ 人員の増員（ケースワーカー・査察指導員を「法定数」とする）
ⅱ 専門性の確保（真に社会福祉に関する専門的知識を求める、必要な研
修実施と資格取得の援助）
日弁連「希望社会の実現のため、社会保障のグランドデザイン策定を求める決議」
（2011 年 10 月 7 日）
日弁連「若者が未来に希望を抱くことができる社会の実現を求める決議」
（2018
年 10 月 5 日） 人権擁護大会「社会保障の崩壊と再生─若者に未来を─」
→社会保障基本法の制定が必要
８ 生存権裁判(愛知)の到達点と課題
(1) 主張・立証の成果
口頭弁論は 21 回（うち尋問期日 3 回）、進行協議は 28 回実施
① 準備書面
原告側は第 48 準備書面まで、被告側は準備書面(36)まで提出
② 証拠
原告側は甲(全)第 253 号証まで、被告側は乙(全)第 86 号証まで提出
但し、乙(全)第 80,85,86 号証は撤回
③ 主張・立証内容⇨リーフレット「いのちのとりで裁判の争点」
ア 厚生労働大臣の裁量権の範囲（裁量権の範囲を外れ、裁量権を濫用）
（立証（意見書（髙田篤教授、申惠丰教授）
）⇨「裁判の争点」最上段
社会権規約（原告第 4,5,11,18,30 準備書面）、憲法 25 条（原告第
6,12,13 準備書面）、生活保護法３条、８条（原告第 26,29,42 準備書面）
から厚生労働大臣の裁量権の範囲を限定させる主張、立証をした。
イ

手続面からの違憲・違法（基準部会で議論されていない事項を考慮）

（立証

岩田正美証人）⇨「裁判の争点」デフレ・ゆがみ調整の問題１

生活保護基準設定が基準部会の検討結果に基づいているか否かが極めて
重要な意味を持つことを明確にし、①「デフレ調整」、②「ゆがみ調整の増
減幅を２分の１に抑えたこと」が基準部会で全く議論されていないことを
明らかにした。
ウ

内容面からの違憲・違法（ゆがみ調整）⇨「裁判の争点」ゆがみ調整
（立証

岩田正美証人、上藤一郎証人、意見書（各証人））

①消費水準均衡方式のもとで、第１・十分位層を比較対象とすることの
問題、②第１・十分位のデータから生活保護利用世帯と考えられるサンプ
ルを除外していない問題⇨問題２、③消費水準均衡方式のもとで、
「デフレ
調整」を行うことは物価の二重評価になる問題、④「ゆがみ調整の増減幅
を２分の１に抑えたこと」の問題⇨問題１を明らかにした（訴状、原告第
8,9,10,22, 32～36,38,43,44,46）。
エ

内容面からの違憲・違法（デフレ調整）⇨「裁判の争点」デフレ調整

（立証

上藤一郎証人、白井康彦証人、山田壮志郎証人、意見書（各証人

のほか、池田和彦教授））
①そもそも「デフレ調整」の必要性がなかったこと、②物価を考慮する
ことが消費水準均衡方式から外れていること⇨問題２、③理論上の問題点
として、生活扶助相当消費者物価指数(CPI)は厚生労働省による特異な計算
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方法であり学説上の裏付けがないこと、④理論上の問題点として、厚生労
働省がパーシェ指数とラスパイレス指数を混ぜ合わせた誤った物価計算を
行ったこと⇨問題４、⑤実際上の問題点として、テレビ・パソコンなどの
電化製品の影響が過大に評価されること⇨問題３、⑥実際上の問題点とし
て、本来比較すべき年度を比較していないことを明らかにした（訴状、原
告第 10,22,24,28,31,37,42,45,47）。
オ

生活保護利用者の生活実態

（立証

原告本人、山田壮志郎証人、意見書（山田証人、志賀信夫助教））

①生活保護利用者が生活保護基準引下げ前から健康で文化的な最低限度
の生活を下回る生活をしていること、②引下げに当たって生活保護利用者
の生活実態が全く考慮されなかったこと、③引下げが取り消されても回復
できない損害を原告らが被ったことを明らかにした（訴状、原告第 7,15,16
準備書面など、具体的な実態は、原告第 1,３,14,17 準備書面）。
(2)

弁護団の結集
全国から弁護団が結集し、復代理 37 名も含めて 54 名の弁護団となった。
(3) 運動の成果
cf.前記 訴訟を提起する意義の「運動的意義（課題）」
①多くの生活保護利用者が声を上げ、生の声を届けてきた。
②生存権の中身を掘り下げ、考えてきた。
③この裁判が生活保護利用者だけの問題に留まらないことを明らかにしてきた。
④制度改悪を食い止め、制度を改善させるよう求めてきた。
（愛知訴訟での成果）
争点整理の中で、被告さえ否定できない事実を積み上げてきた。
全国の当事者、支援者による助言・激励・傍聴→裁判所に真摯な進行、公正
な判決をさせる環境
(4) 課題
①世論・・・・・・・生活保護利用者に対するバッシング
②政治的な圧力・・・勝訴判決は予算に大きな影響を及ぼす
③あるべき社会保障制度の構築⇨｢権利(人権)としての生活保護｣をつかみ取る
新型コロナウイルス感染拡大により生活保護の必要性が顕在化している。
「特定警戒都道府県」13 都道府県の主な自治体で 2020 年 4 月の
生活保護申請件数が前年と比べて約３割増
「貧困」（社会保障制度の脆弱性）の「見える」化、可視化
労働・・・「派遣切り」（雇止め）、休業
→休業手当、雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金
医療・・・医療崩壊←「地域医療構想」による公立･公的病院の再編
統合、病床数削減、医療従事者の人員削減
子育て・・ひとり親世帯の収入が激減
→子育て世帯への臨時特別給付金
教育・・・アルバイトができず学費が支払えない
→学生支援緊急給付金、給付型奨学金(家計急変支援)、貸
与型奨学金(緊急採用・応急採用)
住宅・・・家賃・テナント料の支払不能
→住居確保給付金
以 上
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2020.6.25 判決報告集会

論

点 整 理 表（判決評価）
○は最低限認められるべき点、＋は評価できる点

論

点

判

決 評 価 の ポ イ ン ト

厚生労働大臣の裁量の判断

・裁量に絞りをかけているか。

枠組み

・制度後退禁止の原則（原則として生活保護基準の引下げは

＋＋

許されない）を認めているか。
・生活保護法１条、３条、８条、５６条を根拠としている
か。
・社会権規約２条１項、９条、１１条を根拠としているか。
＋＋

・法定考慮事項（生活保護法８条１項、２項、９条）を考慮
しているか。
・法廷外考慮事項（財政事情など）を考慮していないか。

○

・統計等との客観的数値等との合理的関連性や専門的知見と
の整合性を判断基準としているか。
・裁判例（朝日訴訟、堀木訴訟、老齢加算訴訟）の評価

手続面からの違憲・違法＋
＋

・基準部会の位置づけ
・基準部会が「デフレ調整」を認めていないことを違法とし
ているか。
・ゆがみ調整時に基準部会の検証結果の反映を一律２分の１
にしたことを違法としているか。

内容面からの違憲・違法＋

・水準均衡方式からの逸脱を認めているか。
・「デフレ調整」
・必要性がないことを認めているか。
・内容の問題を認めているか。
・理論上の問題点はどのように評価されているか。

○

・実際上の問題点（品目(ﾃﾚﾋﾞ･ﾊﾟｿｺﾝ)、基準・比較時点）
はどのように評価されているか。
・「ゆがみ調整」
・生活扶助基準と第１・十分位層の消費支出を比較した
問題を認めているか。
・異なる集団間の比較可能性を無視した問題を認めてい
るか。

○

・「基準部会報告書の乖離率を一律２分の１にした」問
題を認めているか。

国家賠償請求

＋

・処分の取消だけでなく、国家賠償請求を認めているか。
・厚生労働大臣の職務上の注意義務違反を認めているか。
・原告らが被った損害を認めているか。
・処分の取消によっては回復できないと認めているか。
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声

明

生活保護引下げ違憲訴訟（いのちのとりで裁判）名古屋地裁判決について
２０２０（令和２）年６月２５日
生存権訴訟愛知原告団
生存権訴訟愛知弁護団
生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会
いのちのとりで裁判全国アクション
生活保護引き下げに NO！全国争訟ネット
本日、愛知県内在住の生活保護利用者１８名が、国及び居住する各自治体を被
告として、２０１３年から３回に分けて行われた生活保護基準の見直しを理由
とする各保護変更決定処分（生活保護基準引下げ）の取消等を求めた裁判につい
て、名古屋地方裁判所民事第９部（角谷昌毅裁判長）は、原告の請求を棄却する
判決を言い渡した。
実に９６％もの生活保護利用世帯が平均６．５％、最大１０％もの引下げに遭
い、健康で文化的な生活が大きく脅かされた。２０１４年２月の佐賀地裁での
提訴に続き、現在全国２９箇所の地方裁判所で１０００人近くの原告が闘って
いるが、本日の判決は同種事件で初めての判決である。
今回の引下げの名目とされた①「デフレ調整」、②「ゆがみ調整」のうち、①
「デフレ調整」については、厚生労働大臣が「生活扶助相当 CPI」なる物価指数
により実態と大きく異なる下落率を導き出した物価の計算方法に問題がある。
②「ゆがみ調整」については、生活保護基準の専門的評価及び検証を行っている
生活保護基準部会が検証した数値を、厚生労働大臣が独断で２分の１にしたと
いう問題がある。にもかかわらず、本判決が厚生労働大臣の裁量の範囲を広く認
め、被告国の主張を全て丸のみにして、これらの問題を裁量の範囲として許容し
てしまったことは司法の役割を放棄するものであり、到底容認できない。しか
も、老齢加算に関する最高裁判決が示した「統計等の客観的な数値等との合理的
関連性や専門的知見との整合性」の有無に関する検討を実質的に懈怠している。
生活保護制度は他の諸制度や諸施策と法律上、事実上連動し、保護基準はナシ
ョナルミニマム（国民的最低限）として生活全般に極めて重大な影響を及ぼす。
格差と貧困が拡大固定化する中で、全世界的に猛威を振るう新型コロナウイル
ス感染症の拡大は、現在の社会保障制度の脆弱さを浮き彫りにするとともに、最
後のセーフティネットとしての生活保護の重要性をも明らかにした。本判決は、
原告らの置かれた厳しい現状を無視し、これらの問題にも目をつぶるものであ
り、憲法の番人である裁判所において決して認められるべきことではない。
私たちは、国が引き下げられた全ての生活保護利用者に対して真摯に謝罪し、
２０１３年引下げ前の生活保護基準に戻し、生活保護利用者の健康で文化的な
生活を保障するまで断固として闘い続ける決意である。
以上
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２０２０（令和２）年６月２６日

要
厚生労働大臣

加

藤

勝

信

請

書

様
生存権訴訟愛知原告団
生存権訴訟愛知弁護団
生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会
いのちのとりで裁判全国アクション
生活保護引き下げに NO！全国争訟ネット

２０２０年６月２５日、愛知県内在住の生活保護利用者１８名が、国及び居住する各自治
体を被告として、２０１３年から３回に分けて行われた生活保護基準の見直しを理由とする
各保護変更決定処分（生活保護基準引下げ）の取消等を求めた裁判について、名古屋地方裁
判所民事第９部（角谷昌毅裁判長）は、原告の請求をすべて棄却する判決を言い渡した。全
国２９箇所の地方裁判所に１０００人を超える原告が提起した同種事件で最初に言い渡
された判決である。
判決は、全ての論点において国の主張を丸のみし無批判に国の広範な裁量権を受け入れた
ものであって、私たちは、今後、控訴審や他の地裁における審理や判決でその違法性・不当
性を徹底的に明らかにしていく。
一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は現在の社会保障制度の脆弱さを浮き彫りにする
とともに、生活保護申請者の著しい増加等、最後のセーフティネットとしての生活保護の重
要性はますます顕著になっている。上記の生活保護基準引下げを強行した安倍首相ですら、
６月１５日に行われた参議院決算委員会で、「文化的な生活を送る権利が（誰にでも）ある
ので、ためらわずに（生活保護を）申請してほしい。われわれもさまざまな機関を活用して
国民に働きかけていきたい」と述べるに至った。
引下げにより甚大な被害を受けた全ての生活保護利用者の被害回復は急務である。それば
かりでなく、生活保護制度は他の諸制度や諸施策と法律上、事実上連動し、保護基準はナシ
ョナルミニマム（国民的最低限）として生活全般に極めて重大な影響を及ぼす。
私たちは、極めて冷淡かつ無慈悲な今回の判決を乗り越え、以下のとおり要請する。
記
１ ２０１３年８月に行われた生活保護基準引下げの前の基準に、直ちに戻すこと。
２ 生活保護基準の見直しの際には、透明性が確保された再検証可能な方法により、生活保
護利用者の意見を反映させる措置を講じること。
３ コロナ禍の下、生活保護の役割が高まっている状況に鑑み、制度の広報、申請権保障、
補足性の原理の緩和等を通じてその積極的活用を促すこと。
以上
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いのちのとりで裁判名古屋地裁判決をふまえた緊急アピール（案）
「いのちのとりで裁判」とは、史上最悪の引下げに対抗すべく提起された、史上最大・
1000 人規模の、全国 29 地裁で争われている憲法 25 条に関する集団訴訟である。
昨日（2020（令和２）年６月２５日）、名古屋地方裁判所民事第９部（角谷昌毅裁判
長）は、一連の訴訟の先陣を切って、被告国の主張を丸呑みにする、最低最悪の判決を言
い渡した。
生活保護制度は、他の社会保障に関する諸制度・諸施策と法律上、事実上連動し、保
護基準はナショナルミニマム（国民的最低限）として、すべての人々の生活全般に極めて
重大な影響を及ぼす。
格差と貧困が拡大・固定化する中、全世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症
の拡大は、現在の社会保障制度の脆弱さを浮き彫りにした。それと同時に、全国各地の福
祉事務所に困窮者が殺到する現状はまさに、最後のセーフティネットとしての生活保護の
重要性をも明らかにしている。
ところが、本判決は、専門家の検討を経ない生活保護基準引下げを安易に容認したう
え、「国民感情」を踏まえた自民党の政策を考慮できることは明らかとまで言い放ってい
る。これは、憲法の番人として、この国で暮らす人々の生存権（憲法２５条）を守るべき司法
の役割を完全に放棄し、「国民感情」を意図的に悪化させて社会保障を切り崩す政治の
在り方を司法が追認するものであって、到底容認できない。
この緊急集会に参加した私たち一人ひとりは誓う。
１ 裁判所が、司法の役割を真に回復するまで、憲法 25 条を守る闘いを続けることを。
２ 国が、生活保護基準を健康で文化的な最低限度たるにふさわしい水準に戻すまで、憲
法 25 条を守る闘いを続けることを。
２０２０（令和２）年６月２６日
「いのちのとりで裁判名古屋地裁判決を受け あるべき生活保護基準を考える」
緊急院内集会 参加者一同
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生活保護費引き下げ国家賠償訴訟 名古屋地裁裁判の原告請求棄却に抗議します‼
2013 年から３年かけ、生活保護基準の見直しにより、生活保護を受けざるを得ない困窮
者の皆さまにとって、おおよそ 1 割もの引き下げが行われ、加えて冬季加算、住宅扶助等々
がさらに引き下げられ受給者は食費や光熱費をギリギリまで節約する厳しい生活を強いら
れています。
引き下げは不当・違憲と、全国 29 都道府県で裁判が行われ、先んじて昨日 6 月 25 日、
名古屋地裁おいて、まさかの原告請求棄却の判決が言い渡されました。
裁判では、生活保護基準部会の委員の証言、国の各種統計の偽装、改ざん、隠ぺい体質と
同根の生活扶助相当ＣＰＩという、指数計算の根拠を法廷に示せない、引き下げありきの根
拠なきその指数が明らかになったにもかかわらず、原告の訴えには正当性が無いと断ずる
請求棄却は承服できるものではありません。
国は裁量権の逸脱を認め、直ちに不利益を被った人たちの権利を回復し、より支援を充実
させるよう言明するよう本日ご参加の皆さまと共に強く求めます。

立憲民主党 衆議員議員 池田真紀
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いのちのとりで裁判

6.26 緊急院内集会

御中

メッセージ

名古屋地裁の不当判決に怒りをこめて抗議するものです。
自民党の公約のために、
「物価偽装」までして恣意的におこなった生活保護基
準引き下げを合法だと認めることは、憲法が保障する生存権の否定であり、断じ
て容認できません。
国民の尊厳ある生活を支え、いのちの砦にふさわしい制度にするために、私も
全力をつくします。
「いのちととりで裁判」にたちあがった原告と、ともに闘い
支援する皆様に心から敬意を表し、全国の裁判の勝利にむけて、ともにたたかう
決意を表明し、連帯のメッセージとさせていただきます。

2020 年６月 26 日
日本共産党 参議院議員
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倉林明子

いのちのとりで裁判全国アクション

会則
２０１６年１１月７日制定・施行

第１条（名称）
本会の名称は、
「いのちのとりで裁判 全国アクション」とする。
第２条（目的）
本会は、広く市民と連携し、全国で闘われている生活保護基準引き下げ違憲訴訟（以下「いのち
のとりで裁判」という。
）を支援することを目的とし、これを通じて、生活保護制度の改悪阻止、普
遍的な社会保障制度の実現に寄与する。
第３条（活動）
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
① いのちのとりで裁判勝訴のための活動を行うこと。
② 全国又は各地域における訴訟団の交流会、学習会及び市民集会等の開催を支援し、原告をはじ
めとする当事者を勇気づけ、その声と実態を社会に発信すること
③ 生活保護制度改悪を阻止し、普遍的な社会保障制度を実現するため、意見を表明し、国会、省
庁、生活保護基準部会及び自治体に対する要請等を行うこと
④ ＨＰの開設、ニュース、チラシ及び出版物の発行、学習会等を通じて、いのちのとりで裁判の
内容や本会の意見を広く市民に伝えること
⑤ その他前条の目的達成に必要な一切の活動
第４条（会員）
会員は、本会の目的に賛同し、会費を納め、会の運動に参加・協力する個人または団体とする。
第５条（役員及び会の運営）
１

本会に次の役員をおく。
① 共同代表 若干名
② 運営委員 若干名
③ 事務局長 １名
④ 監事 ２名

２

本会に若干名の事務局員をおき、事務局員の中から会計を選任する。

３

総会は１年に１回開催し、出席者をもって、１年間の活動方針、決算・予算の承認及び役員の
選任を決定する。

４

役員をもって構成する運営委員会は、随時開催し、出席者をもって、総会の決定を具体化する
とともに総会決議事項を除く事項（事務局員の選任を含む）について決定する。

第６条（会計）
１

本会の会計は、会費、寄付金品及び事業収入によってまかなう。

２

本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月末日とする。但し、初年度は、１１月７日から
翌年３月末日とする。

３

会費（年間）は次のとおりとする。
① 個人

１口 ５００円

② 団体

１口１０００円
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いのちのとりで裁判 全国アクション

入会・更新申し込み書
２０２０年

月

日

□ この会の目的に賛同し、会費を添えて入会を申し込みます。
□ 昨年度に続いて、会費を添えて更新します。
（個人の場合）
ふりがな
お名前

職業・所属

（団体の場合）
団体名
ふりがな
担当者のお名前

申込口数

口
〒

円

－

住所

電話番号
ファクス
E メールアドレス
ニュース等は「メール」での送付にご協力ください。
どうしても郵送をご希望の方は、○をご記入ください。
〇個人会員は年会費１口 500 円、団体は年会費１口 1,000 円です。できるだけ多くの口数のご協力
をお願いいたします。なお、年会費は４月１日から翌年３月 31 日を単位としております。
○E メールアドレスは丁寧に分かり易い字でご記入ください。
〇氏名・住所等は本会の目的以外では使用しません。

（いのちのとりで裁判全国アクション事務局）
〒530-0047 大阪市北区天満 3-14-16 西天満パークビル３号館７階
あかり法律事務所 弁護士

小久保哲郎

電話 06-6363-3310 ／ ファクス 06-6363-3320 ／メール inotori25@gmail.com
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生活保護基準部会※1の意見を聞くことなく、
独断でデフレ調整を採用した！

物価考慮は、水準均衡方式※2の本質と矛盾！

（デフレ調整を）
容認などはしていません。
議論もしていない
わけですから

デフレ調整は、生活保護世帯の消費実態と
かけ離れたウエイト（購入割合）を前提に計算された

基準部会の検証数値を
独断で2分の1に！

●北海道新聞が行った情報公開請求で入手した
取扱厳重注意文書から発覚！
●厚労省は、激変緩和のため検証数値を2分の1
のため検証数値を2分の1
にしたというが、増額幅も抑制された結果、
97億円の削減となった。

「統計等の客観的数値との合理的関連性や
統計等の客観的数値との合理的関連性や
統計等の客観的数値との合理的関連性
専門的知見との整合性の有無について審査されるべき」
の有無について審査されるべき

所得下位10％層(第1・十分位層)から
生活保護世帯を除外せず比較！

いのちのとりで裁判(生活保護基準引下げ違憲訴訟) 愛知訴訟

証人尋問記録集（解説付き） 全３巻 刊行！
国は、2013年8月から3回に分けて史上最大（平均6.5％、最大10％）の生活保護基準引下げを断行した。
これに対し、全国29地裁で1000名を超える原告が提起している裁判が「いのちのとりで裁判」である。
2020年6月、全国に先駆け判決が言い渡される名古屋地裁で、2019年9月から10月にかけて4人の専門家の証
人尋問が行われた。本書は、その尋問の様子を、尋問担当弁護士らの解説付きで読みやすく再現したものである。
前代未聞の生活保護基準引下げが、いかにデタラメな理屈で強行されたのか、生存権保障の岩盤である生活
保護基準の改定はどのように行われるべきなのか。
コロナ危機の中、改めてその大切な役割が問われている生活保護の制度の本質を学ぶうえで最良の書である。

上藤一郎氏（静岡大学教授・統計学）

第１巻 証人尋問調書（解説付き）[全161頁]

１ 主尋問
（１）経歴の確認
（２）消費者物価指数の概要の説明
（３）国際規準の根拠, 内容
（４）数式に関する定義等の確認
（５）ロウ指数の定義・概要
（６）実務的には「ラスパイレス指数」が使用されている理由
（７）生活扶助相当CPI の分析, 問題点の指摘
（８）品目数の相違の問題, 接続の問題摘
（９）生活扶助相当CPI の下落率が大きくなる理由
（10）生活扶助相当CPI の時系列の逆転が変化率にもたらす影響
（11）総括的な対照表の説明
（12）望ましい指数作成方法
２ 歪み調整
３ 反対尋問・再主尋問・補充尋問・再主尋問・再補充尋問
資料▶意見書「生活扶助相当CPI の理論的性質と政策課題に対する適用可能性」
▶意見書「回帰分析を利用した歪み調整に関する統計学的諸問題」
▶パンフレット「知っていますか？いのちのとりで裁判」

白井康彦氏（フリーライター）

第２巻 証人尋問調書（解説付き）
[全115頁]
１ 証人の経歴
２ 生活扶助相当CPI の数値の異常性
３ 生活扶助相当CPI の作成方法
４ 生活扶助相当CPI
５ 物価下落率大幅増幅の仕組み
６ 実体との乖離
７ 支出額割合による計測誤差
８ 社会保障生計調査を用いた「真実の物価下落率」の計算
９ 結 語
10 反対尋問・補充質問・再主尋問
資料▶意見書「物価偽装による生活扶助基準改定
－カラクリの解明と重大性の考察」

価格：３巻セット ２，
５００円
（各巻１冊 １，
０００円）
ご注文は以下にご記入いただき、FAXにて！
←ネット注文の方はこちらから

＜御注文＞
□３巻セット
セット
個別に注文
□第１巻（上藤氏）
部
□第２巻（白井氏）
部
□第３巻（岩田・山田氏）
部

岩田正美氏（日本女子大学名誉教授）・
第３巻 山田壮志郎氏（日本福祉大学准教授）
証人尋問調書（解説付き）[全127頁]
【岩田正美氏証人尋問調書】
１ 証人の経歴・専門等について
２ 生活保護基準部会の役割
３ 保護基準の改定方式、特に水準均衡方式について
４ デフレ調整の問題点
５ 平成２５年検証における検証対象
６ 生活保護世帯のサンプル除外問題
７ 最後に
８ 平成２５年検証における検証の対象
９ 反対尋問・補充尋問・再主尋問・再反対尋問・再々主尋問
資料▶意見書「生活保護基準部会の検証について」
【山田壮志郎氏証人尋問調書】
１ 証人の経歴
２ 家計調査と社会保障生計調査の違い
３ ウエイトからみた生活扶助相当CPI の問題
４ 社会保障生計調査と家計調査の比較結果
５ 原告を対象とするアンケート調査結果の分析
６ 反対尋問・補充尋問
資料▶意見書「被保護世帯の消費実態の特徴について」
▶意見書「生活保護基準引き下げの生活への影響
－違憲訴訟原告アンケートの結果から」

氏名
住所
電話

〒
FAX

送信先：FAX072-648-3576（問い合わせ:司法書士徳武聡子

072-648-3575）

