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生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105

号。以下、「法」という。）が2015年4月1日に施
行され、全国約900の福祉事務所設置自治体で、
生活困窮者自立相談支援事業（以下、「自立相
談支援事業」という。）が開始された。

人々が抱える課題は、経済的な問題に加えて
社会的孤立や、障害や病気を抱えるなど、複合
的かつ複雑に絡み合った場合が多い。翻って、
既存の福祉制度は、高齢者、障害者、児童等、
特定の対象者・分野ごとに構築されており、そ
れぞれの制度では対応しきれない人が増えてい
る。こうした人々は、「制度の狭間」に陥りがちで
ある。自立相談支援事業は、「制度の狭間」を作
らず、既存の福祉制度だけでは自立が難しい人々
を幅広く受け止めて、生活全般にわたる包括的
な支援をしていこうとして始まったものである。

一方で、この制度が対象者を限定せず、多様
な人々を受け入れることを理念としていること
から、制度のスタート時には、実際にどのよう
な人々が支援対象となるのか明確ではなかっ
た。そこで本稿では、法施行から2か年におけ
る自立相談支援事業の支援実績データから、支
援対象者がどのような人々であるのか、その一
端を考察していく。

	はじめに

生活困窮者―つまり支援対象者―の定義は、
法第2条において「現に経済的に困窮し、最低
限度の生活を維持することができなくなるおそ
れのある者」（1）と規定されているのみで、具体
的な要件等は明示されていない。

法の規定を文字通りにとらえれば、「生活保
護の一歩手前にある、現在すでに困窮している
人」を対象とするようにも読み取れる。しかし、
そもそもの法の理念は排除せず幅広く受けとめ
ることとされている。事業の運営に当たって厚
生労働省社会・援護局が発出した通知において
も、「生活困窮者の多くは、複合的な課題を抱
えていることから、自立相談支援事業の運営に
当たっては、できる限り対象を広く捉え、排除
のない対応を行うことが必要である」（2）とされ
ており、この考え方に沿って各自治体にて支援
が行われている。

当社は、2015 ～2016年度の2か年にわたり、
自主研究事業（3）として、2014年度生活困窮者
自立促進支援モデル事業実施自治体（119自治
体）を対象に、自立相談支援事業で使用する支
援対象者に係るアセスメントやプラン等に係る

	 1. 生活困窮者とは

	 2. 分析に用いたデータの概要

2015～2016年度の2か年にわたり、生活困窮者自立促進支援モデル事業実施自治体から
収集した支援実績データにより、生活困窮者自立相談支援事業の支援対象者像の分析を試みた。
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支援実績を匿名化の上収集・蓄積してきた。そ
れらのうち、支援実績に係る詳細データを収集
できた118自治体における支援実績データを用
いて分析を行った（図表1）。なお、分析結果の
解釈に当たっては、期間、対象地域が限定され
ていることや、まだ支援に至っていない潜在的
な支援対象者がいることに留意が必要である。

（1）基本属性
自立相談支援事業に基づく支援を実施した支

援対象者のうち、2017年3月末日時点で支援を
実施中である者及び支援を終了（終結）してい
る者は、33,503人であった。そのうち、男性

	 3. 支援対象者の特徴

が65.3％、女性が34.7％と、支援対象者の6割
以上を男性が占める（図表2 A.）。

年代別にみると、「40歳代」、「50歳代」、「60

歳以上」が、それぞれ2割前後となっており、
男女ともに中高年層が多い（図表2 B.）。

（2）家族や就労等の状況
一般に、女性は、離婚や死別、あるいは未婚

のまま子どもを産むことで、シングルマザーと
なり、相談できる相手がいないまま、仕事と
子育て等で生活が困窮するケースが多いとさ
れる。実際、厚生労働省「全国ひとり親世帯等
調査」（2016年度）によれば、母子世帯数123.2

万世帯、父子世帯数18.7万世帯と推計されてお

（4）

図表1　データの概要

（資料）みずほ情報総研（2016）「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績、対象者像等に関する調査
研究事業」及び同（2017）「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における支援実績の分析による支援手法向
上に向けた調査研究」を通じて収集したデータを基に作成。

A.男女別 B.男女別・年代別

図表2　支援対象者の男女別・年代別構成
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り、ひとり親世帯の多くが母子世帯である。さ
らに、ひとり親世帯となった理由として、女性
は「離婚」（79.5％）に次いで「未婚の母」（8.7％）、

「死別」（8.0％）の順に多いが、男性は「離婚」
（75.6％）、「死別」（19.0％）が多く、「未婚の父」
は0.5％とほとんどいない。また、同調査によ
れば、2015年の平均年間収入（同居親族の収入
を含む世帯年収）は、母子世帯が348万円、父
子世帯が573万円となっている。厚生労働省「国
民生活基礎調査」による同年における児童のい
る世帯の平均所得（707.8万円）を100とすると、
母子世帯の母が49.2、父子世帯の父が81.0の水
準にあり、母子世帯は父子世帯と比較してより
経済的に困難な状況に置かれている状況が示唆
される。

そこで、支援対象者の婚姻、子どもの有無、
就労等の状況についても同様の傾向がみられる
かを確認する。まず、婚姻状況を男女別にみる
と、男性は55.4％が「未婚」と半数以上を占め
るが、女性は「離別」が34.5％で最も多く、次
いで「未婚」（29.8％）となっている（図表3）。
さらに、年齢階級別にみると、男性は20歳代
までは9割近くが「未婚」で、その後年齢階級
が上がるにしたがって「未婚」の割合は低下す
るものの、50歳代でも半数近くが「未婚」と、

60歳以上を除いて「未婚」が最も多い。一方で、
女性は、20歳代まででは「未婚」が71.4％で最
も多いが、次いで「離別」が15.1％となってお
り、若年層においても男性と比較して「離別」
の割合が高い。さらに、30歳代から50歳代ま
では「離別」が3割～4割を占めており、最も多
くなっている。以上から、支援対象者において
も、女性は「離別」により困窮状態に陥ってい
るケースが男性と比較して多いと考えられる。

さらに、年齢階級別・婚姻状況別に子どもの
有無をみると、既婚男性を除いて、男性は「子
ども有（扶養有）」の者が女性より少なく、未婚
男性はいずれの年齢階級においても扶養の有無
を問わず子どものいない者が大半を占める（図
表4）。一方で、離別女性は、20歳代及び30歳
代で、「子ども有（扶養有）」の割合が8割を超え、
40歳代においても同6割以上を占めるなど、同
年代の離別男性が2割以下であるのと比較して、
扶養有の子どもがいる者の割合が高い。死別・
その他の女性についても、離別女性とほぼ同様
の傾向がみられる。また、未婚女性について、

「子ども無」の者が9割を超えるのは男性と同様
であるが、30歳代で8.7％が、また20歳代まで
と40歳代においても5％弱が扶養有の子どもを
抱えており、男性と比較して高い水準にある。

（資料）図表2に同じ。

図表3　支援対象者の婚姻状況（男女別）
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子どもの年齢についてはデータを取得していな
いため明確ではないが、母親（女性）の年齢階
級から類推すると、女性は離別・死別・未婚で、
ひとり親として未成年の子どもを扶養している
者の割合が、男性よりも高いと推察される。

また、支援対象者の就労状況を婚姻状況別
にみると、男性は婚姻状況に関わらず、「仕事
を探したい /探している（現在無職）」者の割合
が女性より高く、特に既婚と離別で10％以上
の開きがある（図表5）。一方で、女性は、「就
労している」者の割合が婚姻状況に関係なく、
すべてにおいて男性より高くなっているほか、

「就労しているが、転職先を探したい /探してい
る」者の割合も、既婚を除いて男性より高い。

これらを踏まえると、女性は就労していても、
就労先に満足していない者あるいは収入が十分
ではなく経済的な課題を抱えている者の割合
が、男性と比較して相対的に高い可能性が示唆
され、それは我が国における男女間賃金格差（5）

から考えても整合的である。その状況におい
て、離別や死別、未婚で子どもを扶養している
者は女性の方が多いことから、女性は、男性よ
りも経済的な困窮に陥るリスクが高いと考えら
れる。

一方で、男性については、無職の者が多いと
いうこと以外、女性より生活困窮に陥っている
直接的な要因となりうる要素が明確にはみられ
なかった。そこで、自立相談支援事業の相談支

（資料）図表2に同じ。

図表4　支援対象者の年齢階級別・婚姻状況別子どもの状況（男女別）
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援員が記入したアセスメントシートの情報によ
り、支援対象者が抱える課題の男女差をみると、
男性は、「ホームレス」が女性と比較して18.8％
高く、第2位の「住まい不安定」（同7.9％差）と

合わせて、ホームレスなどの住まいに関する課
題を抱えている者の割合が高い（図表6）。第3位
以降も、「就職定着困難」（同7.4％差）、「中卒・
高校中退」（同5.8％差）、「刑余者」（同4.8％差）

（資料）図表2に同じ。

図表5　支援対象者の婚姻状況別就労状況（男女別）

（注）1. 集計対象は、男性：n＝20,320、女性：n＝10,689。
2. 支援対象者が抱えている課題のうち、男女の差を比較して、男性の方が多い上位5項目と、女性の方が多い上位5項

目を掲載している。必ずしも抱えている課題の多い項目ではなく、男女とも最も高い割合であったのは、「経済的
困窮」で、男性69.9％、女性65.9％である。

（資料）図表2に同じ。

図表6　支援対象者が抱えている課題のうち男女差の大きい項目（男女別、複数回答）
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となっており、経済的な課題や住まいに関する
課題を抱えている者、また社会的にも孤立しや
すい要因を抱えている者の割合が女性と比較し
て高い。抱えている課題から推察すると、男性
は、経済的な困窮、あるいは社会的な孤立状態
に陥ることで、未婚になるといった、女性とは
逆の因果となっている可能性が指摘される。

2015 ～2016年度の2年間の支援実績によれ
ば、自立相談支援事業の支援対象者は男性が多
く、年代は特定の年代への偏りはないものの
40歳代以降の中高年層が多いことが明らかと
なった。

支援対象者の婚姻状況をみると、男性は「未
婚」が半数以上を占めるが、女性は「離別」や「未
婚」がそれぞれ3割前後を占めている。さらに、
年齢階級別・婚姻状況別に子どもの有無をみる
と、男性は「既婚」以外ではいずれの年齢階級
でも、「子ども有（扶養有）」の者の割合が女性
より低い。一方で、女性は「離別」の20歳代か
ら40歳代で、同年代の男性と比較して扶養有
の子どもを抱えている者の割合が高く、その傾
向は死別・その他においても同様である。ま
た、未婚女性についても、30歳代の9％弱、20

歳代までと40歳代の5％弱に扶養有の子どもが
おり、男性がほとんどゼロであるのと比較して
高い水準にあり、女性は離別・死別・未婚でシ
ングルマザーとなることで生活困窮状態に陥る
リスクが高まる可能性が示唆される。

就労状況については、男性は婚姻の状況に
関わらず「仕事を探したい /探している（現在無
職）」者が多いが、女性は「就労している」者や

「就労しているが、転職先を探したい /探してい
る」者が男性より多く、就労先に満足していな
い、あるいは収入が不十分である者の割合が、
男性より高いとみられる。

	 4. まとめ

男性は、無職の者が多いということ以外、生
活困窮に陥る直接的な要因となりうる明確な要
因はみられなかったため、抱えている課題の男
女の違いをみたところ、「ホームレス」や「住ま
い不安定」、「就職定着困難」、「中卒・高校中退」、

「刑余者」といった、経済的な課題や住まいに
関する課題を抱えている者、また社会的に孤立
しやすい要因を抱えている者の割合が女性と比
較して高かった。

上記を総合的に勘案すると、女性は「未婚」
や「離別」で子どもを一人で扶養するケースが
多く、また就労していても、収入が不十分であ
ること等により経済的な困窮に陥るリスクが相
対的に高いとみられる。他方、男性は、経済的
な困窮、あるいは社会的な孤立状態に陥ること
で、未婚になるといった、女性とは逆の因果と
なっている可能性が指摘されよう。性別によっ
て困窮に陥るプロセスが異なるならば、男女の
特性を踏まえて、潜在的な支援対象者に自らア
プローチをかけたり、支援内容等を検討するこ
とが、本事業の成果を高めることにつながると
考えられる。

なお、本分析は実際に支援を行った人、つま
り自立相談支援機関の相談窓口にたどりつい
た人の状態像であることに留意が必要である。
2018年の生活保護法と生活困窮者自立支援法
の改正法案の国会提出に向けて、社会保障審議
会生活困窮者自立支援及び生活保護部会では、
各制度の見直しのあり方が議論されてきた。
2017年12月に取りまとめられた同部会の報告
書では「支援につながっていない困窮者の存在」
について触れられており、今後は、関係機関や
地域資源との連携、アウトリーチ（6）の視点の
強化等により、「地域共生社会の実現を見据え
た包括的な相談支援の実現」を目指していくこ
とが謳われている。2018年2月9日には、「生活
困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自
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立支援法等の一部を改正する法律案」が国会提
出され、本法案が成立した場合には、10月以
降改正法に基づき、支援の強化が図られること
となる。必要な人に支援が行き届けば、より具
体的な支援対象者像が明らかになるであろう。
2017年度からは厚生労働省にて、すべての事
業実施自治体における支援実績に係るデータを
収集している。全国での支援実績データをもと
に、さらに詳細な分析がなされることを期待し
たい。

注
（1） 第196回国会に提出された「生活困窮者等の自立を

促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を
改正する法律案」（2018年2月9日提出）において、
定義規定を「就労の状況、心身の状況、地域社会
との関係性その他の事情により、現に経済的に困
窮し、最低限度の生活を維持することができなく
なるおそれのある者」へ見直すことが盛り込まれ
ており、今後変更となる可能性がある。

（2） 厚生労働省（2015）「生活困窮者自立支援制度に関
する手引き」（平成27年3月6日厚生労働省社会・
援護局地域福祉課長通知），14頁 .

（3） みずほ情報総研（2016）「生活困窮者自立支援制度
の自立相談支援機関における支援実績、対象者像
等に関する調査研究事業」並びに同（2017）「生活
困窮者自立支援制度の自立相談支援機関における
支援実績の分析による支援手法向上に向けた調査
研究」において支援実績等の分析を行うため、デー
タを収集した。なお、これらの研究事業は、厚生
労働省社会福祉推進事業として補助を受けて実施
したものである。

（4） プランに、法に基づく事業等（住宅確保給付金、
就労準備支援事業、認定就労訓練事業、一時生活
支援事業、家計相談支援事業）の利用が含まれて
いる場合、行政による「支援決定」が必要となる。
これらの事業等の利用がプランに盛り込まれてい
ない場合には、自立相談支援機関からの報告を受
けて、その内容を行政が「確認」する。

（5） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、平
成28年における男性一般労働者の給与水準を100
としたときの女性一般労働者の給与水準は73.0で
ある。

（6） アウトリーチとは、困難を抱えていながら、支援
を拒否したり、支援を受けることに前向きでない
人やニーズ・課題があることに気づいていない人
たちに対して訪問支援を行うなど、支援を行う側
から積極的に働きかけることを意味する。


