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「日本型ホームレス」問題と政策展開の 10年

中山 徹

はじめに ― なぜ、 10 年なのか

ホームレス支援法が施行される前の 2002 年

に、連合大阪で、当時の研究員や組合員と一緒

に、あいりん対策のその後をどうするかについ

て研究会をもちました。それがバックボーンと

なって、国会でこの支援法が成立しました。

タイトルが「日本型ホームレス」となってい

ますが、なぜ「日本型」なのかについて、まず

お話したいと思います。

「ホームレス」という言葉は、ご存じのよう

に和製英語です。東京では「路上生活者 、大」

阪では「野宿生活者」あるいは「野宿労働者」

と言っていました 「野宿生活者」という表現。

は、行政用語としても定着していましたし、私

たちもその方が現実を反映した言葉だと考えて

遣っていました。しかし支援法では 「ホーム、
．．．

レスの自立の支援等に関する特別措置法」とな
．．

ったため、その後「ホームレス」という言葉が

定着しています。

『 、この法律は、第 2条に「 ホームレス』とは

都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故

なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる

者」と規定し、政策対象を定めたことです。こ

の規程が狭ければ、政策対象は当然、狭い。あ

たり前ですが、今、考えてみると、この狭さが、

最近の事態をよく説明できないという問題を生

じさせています。

国際的にみても、狭い概念です。全部の国を

調べたわけではないのですが、少なくともイギ

リスよりは、はるかに狭いし、お隣の韓国と比

べても狭い。イギリスで「ホームレス」は路上

にいる人たちのことで “ ”と言、 rough sleeper

います。私たちが考えているイメージと、イギ

リス人のイメージは違います。したがって、あ

えて「ホームレス」の前に 「日本型」を付け、

ました。

、また、なぜ「政策展開の 10 年」かというと

「野宿生活者」と言われる人たちは、1996 年

のバブル崩壊以降、大阪で非常に増えました。

そこで大阪市は、1997 年に、あいりん地域の

「あり方検討会」を設けました。私たちが地域

で聞き取り調査をしたところ、かなりの人が野

宿をしている実態がわかってきました。全市的

にも拡大しているため、翌年、大阪市全域の調

査をしました。その結果、野宿者は 8860 人。

その他、救護施設や厚生施設などに入っている

人が 2000 人以上。合わせて 1 万人を超えまし

た。大阪市は、この報告を受けて対策本部を作

りました。振り返ってみれば 98 年が、この問

題を考える転換期だったと思います。

98 年から 99 年には、連合内で措置法の検討

が話題になりました。東京の路上生活者調査も、

98 年から 99 年です。また建設関係の方に、ど

こが転換期だったかを聞くと、多くの人が「98

年」と言います。たしか中堅のゼネコンが倒産

したのも 98 年です。調査で野宿者が一番多か

ったのも 98 年でした。したがって、今日的な

問題は、98 年からの 10 年を考えた方がいいの

ではないかというのが一点です。

もう一点は、97 年に、韓国で金大中が大統
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領になります。その直後の 98 年に、通貨危機

が起きます。ソウルの駅前は 2000 人ほどの路

上生活者であふれました。それが転期となって、

韓国では、日本語で言う「浮浪者」という概念

を捨て、失業を原因とした「失職野宿者問題」

として考えるようになりました。宗教者や市民

団体が支援の全国組織を作ります。香港や台湾

でも、通貨危機によって不況型の野宿者が増え

ました。またイギリスでは、ブレアが首相にな

った 97 年に“ （社会的排Social exclusion unit

rough sleepers除対策室 ”を作り、その中に“）

（野宿者対策室 ”というのを作ります。3unit ）

年で 3分の 1に減らす計画をたてました、それ

から 10 年経ちましたが、どうしても 500 人く

らいは残っているそうですが。

こうしたことから、政策展開あるいは問題を

認識してから 10 年を考えることが、ベターで

はないかと思っています。

ホームレスの全国調査

2006 ～ 2007 年にかけて 「虹の連合」が中、

心となって、ホームレスの全国調査を行いまし

た。北は北海道旭川から、南は沖縄市浦添まで、

支援団体がある所に行きました。報告書は「も

うひとつの全国ホームレス調査」というタイト

ルで、ホームページ（ . . ）http://www nijiren net

に公開されています。その前年には、西成区の

生活保護受給調査を行いました。受給者の中に

元野宿者の人がたくさんいたので、今どうして

いるのかを調べました。また、2007 年に尼崎

市から頼まれ、母集団を 246 人とし、その 50

％を超えたところでやめて、全国状況との比較

をしています。

今はネットカフェの影が薄くなって、派遣切

り方が新聞をにぎわせていますが、2007 年 3

月頃に、国会で、ネットカフェで寝泊まりして

いる人が取り上げられました。当時の柳沢厚生

労働大臣は、あまり明確には答弁されなかった

のですが、7 月に、東京と大阪で調査をするこ

とになりました。大阪では、道頓堀にたくさん

あるネットカフェの前で、ナイトパックが始ま

る 11 時過ぎからみんなで立って行いました。

営業妨害だと怒られたりいろいろあって、結局、

110 人しか調査できませんでしたが、報告書を

出しています。じつは、京都にあるホームレス

自立支援センターで、ネットカフェに泊まった

ことがあるかどうか聞いたところ、50 人ぐら

いの人が手を挙げました。ホームレス自立支援

センターには、ネットカフェ利用者がいっぱい

。入っています。この 50人を含めて 110人です

野宿者調査は、野宿している所に行けばいいの

ですが、この調査の方が大変でした。

厚生労働省は、2007 年以降、毎年、全数調

査を依頼してきます。いつも 1月の寒いときで、

調査員は、雪の振る中を調査します。調査方法

は大阪市方式をとっていて、夜間調査をします。

学生だけでは間に合わないので、労働組合の人

たちにもたくさん来ていただきます。集合は夜

8 時。夜 10 時から 12 時に出発して、帰ってく

るのは朝の 4時頃。事前調査に警察や商店街に

行きます。交番のお巡りさんも把握しています。

屋根のあるアーケードには、必ず野宿する人が

いるので、そこへ学生を聞き取りに行かせ、マ

ップを作ります。一番かわいそうなのは、河川

敷を夜中に調査する部隊です。地理学の屈強な

若者たちを導入して、雪の中を歩きます。

ホームレス予備軍

現在、ネットカフェに寝泊まりしていた人た

ちが、徐々に路上に近い所に行っています。年

齢が若いので、私は「ホームレス予備軍」と言

っています。例えば札幌市は 100 人ぐらいいま

す。もともと北海道大学のそばの公園には、テ

ントがいっぱいありました。札幌市がそれを撤

去したため、それ以降、凍えないように夜中は

歩くようになりました。大阪ではテントを訪ね
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て男女を確認しながら数えますが、北海道はそ

ういう方法では数えられない。24 時間営業の

マクドナルドで寝ている人は、厳密に言うと外

数です。朝おきて路上に出ると、野宿者になり

ます。野宿をしていても、お金があるときはネ

ットカフェや簡易宿泊所に泊まっています。事

実上、ホームレス支援法でいう「ホームレス」

と、ネットカフェ等を生活拠点とする不安定居

住者との間には、流動関係がある。野宿者の周

辺には、たくさんの予備軍がいて、把握しにく

いのが現実です。

厚生労働省の推計によると、ネットカフェに

いる人は 5600 人です。しかし、カフェで遊ん

でいるだけの人もいるので、把握が非常に難し

いのが現実です。埼玉県では、住民票をおいて

もいいというネットカフェまで現われました。

不安定居住者にとっては、生活保護への敷居が

低くなりますが、マスコミは「貧困ビジネス」

として取り上げます。良いビジネスと悪いビジ

ネスを何で区別するのかは難しい問題です。埼

玉県にある、最大の社会福祉法人施設が、宿泊

者の預金通帳を保管し、軟禁や天引きをしたと

して事件になりました。そのため、条例で一定

の基準を作る自治体がでてきました。しかし、

そうすると逆に、良いビジネスを志向する人た

ちが、参入しにくくなります。良い面も悪い面

もあります。

ホームレスの持つ意味

最近、社会福祉の分野では、貧困におちいっ

た人びとを「社会的不利な条件の人びと」と言

います。英語で“ 「脆弱性 「傷Vulnerability”， 」

つきやすい」という意味です。岩田正美さんが

よく遣われる言葉で、最近、古川孝順さんも、

「ソーシャルバルナビリティを福祉の根幹にす

えて」という内容の本を出版されました 「社。

会的不利な人びと」というのは 「社会的弱、

者」より、もう少し広い意味を持っています。

広義の「ホームレス」という言葉は 「居、

住」という視点からみた、現代的な貧困を表わ

す概念です。しかし、脱・野宿化しても社会的

に孤立状態にある場合には 「社会的不利な条、

件」から脱したとは言えません。たんに屋根の

下に住めばいい、畳に上がればいいということ

から、住まい方、生活のあり方、広い意味での

自立といった観点でとらえ直す必要があります。

厚生労働省は、2000 年くらいからこうした問

題を“社会的排除（ ”と“社Social Exclusion)

会的包摂（ ”という概念で考えSocial Inclusion)

ようとしています。

ホームレスにおちいった理由には、虐待から

逃げている人もいれば、リストラや事業の倒産

で路上生活を余儀なくされた人など、さまざま

です。若年層も予備軍でとどまっていればいい

のですが、それを大きく踏み越えると、戻りに

くくなります。産経新聞に、生田武志さんが

「非正規労働者は、専門性を身につけるための

職業訓練や資格取得に励んでも、貧困からなか

なか脱却できない。国家が小さくなると、家族

が大きくならなければいけないのに、家族も小

さくなり空洞化している。その結果が野宿では

ないか」というコメントを載せておられました。

じつは、日本の社会福祉は、従来、民間が活発

に担っていました。では、次を、我われはどう

考えたらいいのかという問題がありますが、ま

だわからないというところです。

国際比較の観点から ― 韓国ソウル市

国際比較の観点から、韓国ソウル市の支援シ

ステムを見てみます。

まず日本と違うのは、野宿者数を、支援施設

に入っている人と外にいる人を、別々にして公

表しているところです。2008 年は全国で 4800

人、そのうちソウル市は 3000 人です。3000 人

のうち、一時宿泊所にいるのが 2000 人、相談

保護センターが 450 人、路上は 600人です。相
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談保護センターというのは“ ”Drop in cennter

と言って、宿泊機能付きのデイセンターです。

路上で宿泊しながら、ご飯を食べたり、シャワ

ーを浴びたりできます。この種の施設は、韓国

のほとんどの主要都市にあります。日本にはな

い施設です。

宗教や支援組織による支援システムは、第 1

に、路上や公共の場所にいるホームレスに対す

るアウトリーチです。アウトリーチは日本でも

やっていて、支援が必要な人が来るのを待って

いるだけではなく、その人のもとへ出かけてい

くことです。2 番めは、無料相談事業です。ソ

ウルや永登浦駅にあり、医師が常駐しています。

他に巡回相談もしています。相談の結果、必要

となれば相談保護センターに入ります。これら

を担っているのは、日本で言えば社会福祉法人

です。施設入所が正式に決まると、1 週間程度、

基礎解決センター（アセスメントセンター）に

入ります。センターは何種類もあって、家族型

では父子型や、自立型では の人たちだけのDV

ものもあります。タイプ別に別れていて、現在、

ソウル市内には 39カ所あります。

ただ、そういう施設に入れば就労に結びつく

のかというと、日本と同じように、難しいのが

現状です。なぜかというと、そういうところに

入る人たちは、あまり学歴が高くない。日雇仕

事が長いと、新しい技術も身につきません。救

世軍の牧師の家で 「自活の家」として就労の、

ための自立支援センターになっているところで

は、いい労働者になるだけでなく、自分たちで

仕事を起こすために、屋台を引く支援もしてい

ます。このあたりは日本と違うところです。じ

つは、堺市が、いっぱいの屋台でにぎわいを作

ったらいいのじゃないかと、経済特区に申請し

ましたが、落ちました。発想を変えないと、非

正規労働を今のまま温存して、いい労働者にな

ることだけをめざしていたら、問題の解決は見

えてこないと思います。職業訓練をして、どこ

かに就労するような支援だけだと、結局は非正

規労働に就くことになります。

野宿生活者の変容

日本における野宿者の総数は、2003 年に 2

、万 5296 人だったのが、2007 年は 1万 8564 人

2008 年は 1 万 6018 人と、減ってきています。

減ってはいますが、それでも 1万人以上がいま

す。減っているのをどう見るのかというのは、

じつは、公共空間をどうするかということです。

ホームレス支援法が厳しくなればなるほど、強

制代執行、運動団体の表現で「追い出し」がき

つくなります。追い出した後は必ず、テントが

張れない状態にします。尼崎では高速道路の下

を全部 「追い出し」ました 「追い出し」をし、 。

ている期間中に、私たちは調査に入ったのです

が 「お前らの調査は、追い出しをかけるため、

のものじゃないのか」と疑われて、いい迷惑で

した。公園などにテントを張れなくなると、目

立ってくるのが河川敷です。

次に、この間の変化の特徴は、高齢化が進ん

だことです。平均年齢が 2003 年に 55.9 歳だっ

たのが、2008 年には 57.5 歳になりました。も

し若い人たちが路上生活に移ると、年齢が下が

ってくるかもしれません。現在、大阪の自立支

援センターに入っている人の年齢は、50 歳前

後と非常に若くなっています。ブルーテントか

ら自立支援センターに入ってくる人は、10 ％

を切っています。センターに入る人は、ほとん

どが野宿の経験がない人たちで、福祉事務所に

相談に行って、紹介されて入所してきます。

また、路上生活が長期化しているという特徴

があります。2008 年度の調査で 「4 年以上」、

の人が 49 ％ 「5 年以上」は 24 ％にのぼりま、

した 「4 年未満」は 33 ％ 「再流入」は 18 ％。 、

です。問題は「再流入」層です。いったんは畳

に上がったけれども、また路上生活に戻る。あ

るいは、自立支援センターに半年いて、アルバ

イトをみつけて出て行く。アルバイトでは生活
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できないので野宿する。さらにまた自立支援セ

ンターに入る。と、循環する人もいます。大阪

は、センターに再度入るのを禁止したのですが、

東京は禁止していませんので、循環し始めてい

ます。いちばん循環層が多いのは、横浜と川崎

です。

ホームレス自立支援実施計画

自立支援センターへ収容するという保護の仕

方には、異論があります。大阪市の「野宿生活

者（ホームレス）の自立の支援等に関する実施

計画」では、自立支援センターに収容して「就

労自立」を基本としています。しかしそれでい

いのかという問題があります。

大阪市では、難聴のため、まわりの人たちと

の意思疎通がうまくいかない人について、アパ

ートで居宅保護をしてくれるよう保護申請しま

したが、福祉事務所は一時保護施設への収容を

決定したため、不服として訴えた「佐藤訴訟」

がります。これは大阪市が敗訴しました。その

結果、居宅保護を受けることができるようにな

りました。さらに、稼動年齢は 65 歳以下とい

う暗黙の前提があったのが、60 歳前後に下が

りました。自立支援センターに入っても、就労

対象者は 4 割です。この 4 割の、1 年後の就労

継続率は 1割ほどです。それは、就労しても非

正規型で、年金制度にも入れないため、一定の

年齢になったら生活保護しかなくなるからです。

「就労による自立」と言っても、生活保護まで

の待機期間にしかすぎないという実態がありま

す。

しかし「実施計画」には 「サテライト事、

業」や「アフターケア事業」など評価できる内

容も含まれています 「サテライト事業」とい。

うのは、民間住戸を活用したサテライト（自立

支援センターの分室）で、就労による自立を支

援し、地域社会での安定した生活への移行を図

る事業です。弁護士会では、脱施設化、自立支

援センターのグループホーム化を主張していま

したが、その方向性に合致するものとなりまし

た 「アフターケア事業」は、野宿生活から自。

立した後、再び野宿生活に戻るケースが多いこ

とから、自立支援センターの就労退所者に対し

て、退所後おおむね 3年間、職場や地域におけ

る生活等の相談や、指導等を実施する事業です。

野宿状態から脱却して畳に上がったらそれで終

わりなのかというと、じつはさまざまな支援が

必要なことが調査でわかっています。ホームレ

スの中には、家族や友人との関係が断絶し、居

宅生活を開始するとホームレスの時よりもかえ

って孤立する人も少なくありません。このよう

な、きめ細やかな相談支援体制は不可欠です。

支援するNPO とともに

ホームレス問題は、野宿の現場だけみていて

も解決しません。自立した生活ができるまで、

ちょっとした支援から大きな支援まで、さまざ

まな支援が必要です。行政のそうした支援が足

りないところは、まず、 が始めて、それNPO

から行政が動き出しています。だから、自治体

が率先して支援を進めたところは、全国的にみ

てもあまりありません。

ただ、 は、行政の下請け化してはいけNPO

ないだろうと思います。行政の委託だけを頼り

NPOに事業をすれば、その事業がなくなれば

そのものが存亡の危機におちいります 「貧困。

ビジネス」が問題となっていますが、事業の内

容はともかくとして、 独自の事業が必要NPO

です。さらに、行政も を下請化せず、事NPO

業の主体として、両者が補完する関係になるこ

とが必要です。今後、北九州市のように、その

仕組みがうまくいった事例を調べ、整理してみ

たいと思っています。

（なかやま とおる・大阪府立大学教授）
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