ホームレス／野宿者をめぐる行政支援

ホームレス／野宿者をめぐる行政支援
──「山谷対策」から「ホームレス対策」へ──

社会学研究科社会学専攻博士後期課程修了

渡辺

芳

１．はじめに
本稿は、東京都の台東区と荒川区にまたがる山谷地域で展開された東京都による「山谷対
策」から「路上生活者対策」を経て「ホームレス対策」へと至る過程を記述し、二つの対策
の共通性と差異性を検討する。この一連の政策展開のなかで一貫して継続した方針は何か。
また、変化した方針は何か。これらを明らかにすることが本稿の目的である。そのために、
東京都で展開された1990年代と2000年以降の政策を比較するために、2002年施行のホームレ
スの自立の支援等に関する特別措置法（以下、「自立支援法」）、ならびに、東京都が発表し
た行政報告書を利用して、それぞれの対策の争点と問題の構成について比較検討を行う。
用いた資料は、山谷対策については、2000年の「山谷対策の今後のあり方について」
（以
下『山谷対策』と略）
、路上生活者対策については、1995年に発表された『新たな都市問題
と対応の方向──「路上生活」をめぐって──』（以下『都市問題』と略）、「ホームレス対
策」については、2001年の『東京のホームレス──自立への新たなシステムの構築に向けて
──』
（以下『ホームレス』と略）、2007年の『東京のホームレスⅡ』（以下『ホームレスⅡ』
と略）である。
ここでは、ホームレス状態を「不定居住型貧困」［岩田正美 1995］、あるいは「ホームレ
ス型貧困」
［岩田正美 2005］の状態と捉え、社会福祉政策の枠組みでは、公的扶助の対象と
なる貧困者カテゴリーに分類されるもの、としたい。以上のような「不定居住型貧困」
「ホ
ームレス型貧困」にある人を本稿ではホームレス／野宿者と呼ぶ。具体的には、職業と住居
を喪失し、家族の結びつきの弱い、都市型の貧困者である。
「ホームレス型貧困」は、社会的においやられた、生きていく場所を確保できなかった人々
の貧困であり、この貧困は「われわれとは」「異なった人々の貧困」であると捉えられがち
である。そして、これらの貧困の存在の顕在化は、福祉国家がその撲滅を目指した「近代の
貧困」の限界を示唆している［岩田正美 2000：27］。つまり、福祉国家の貧困防止体系が救
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済対象として想定する貧困と「ホームレス型貧困」は質的に異なったものとみなされ、それ
は取り締まりの対象、つまり治安問題や社会問題の対象として扱われてきたといえる［岩田
正美 1995：12-13］
。
こうしたホームレス／野宿者は、
「排除されることを通じて社会の一部」となっており、
1

それゆえに、排除する側からはその排除がどのような社会的に意味を持っているのかについ
て、見えなくなっていることが特徴の１つとなっている。
２．貧困者の目的とそのねらい
古代から貧困者の救済は地域共同体の責務であり、さまざまな宗教が共同体の成員による
貧者扶助を正当化する論理を組み立ててきた（たとえばイスラム教における喜捨や、仏教に
於ける利他行、キリスト教に於ける善行など）。貧者はこの集団から排除されることによっ
て、その集団をも包み込む社会全体の一員であることを示す。このように扶助によって貧者
ならびに貧者カテゴリーが作り出され、社会施策の対象となる 。この貧者扶助という社会
2

施策の究極目的は、社会の統合であり、そのために貧困者カテゴリーは構築されてきた。
近代社会になると、貧困者は資本主義社会の自由な経済活動の活発化とともに、取締りの
対象となってきた。貧困者対策には、問題の争点として、①治安対策（環境対策）としての
空間的広がりをもった範囲を取り扱う側面と、②保健対策（人権保護）として、個別具体的
な人間を取り扱う側面がある。①は社会のコントロール、ここでいう社会とは、現在ある秩
序を維持するという意味では、社会秩序維持と言い換えることが出来る。②は人間の身体コ
ントロールであり、この身体のコントロールを通じて秩序を維持する意図が潜んでいる 。
3

身体の取り扱いは、社会秩序の問題の研究でもあり、身体の規制は「基本的」かつ「原始的
な」政治闘争である［ターナー

1984=1999：邦訳43］。フーコーは、身体のコントロール、

つまり、人口としての面であり、量である大量の集合体としての身体と、個人の身体のコン
トロールを区別したが、フーコーからこの身体観を引き継いだターナーは、身体の規律化を
通じて、社会秩序を内面化するプロセスを重視した。
日本の社会政策においては、一般に貧困対策は、一般対策と特別対策に区分され、ここで
いう特別対策とは「一般救護」とは異なった文脈での貧困対応である。これまで貧困救済は
これらの特殊カテゴリーをつかってしか行われなかった。貧困対策の中心である生活保護制
度は、他法をつかって解決しない貧困だけを取り扱う残余的位置におかれた［岩田正美
2005：17-22］
。
この特別対策の内容をみると、はじめに浮浪者対策がある。この浮浪者対策は、居住地が
ないか、または明らかではない人々にたいして行われ、その内容は①保護施設、②法外援護、
③寄せ場対策に分かれ、これが「ホームレス対策」へと移行した［岩田正美 2005：23-29］。
このような浮浪者対策と「ホームレス対策」は、福祉国家がその土台とする国民国家による
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都市下層の隠蔽とみる見方があり、「よき国民」像の定着は非定住民の存在を隠蔽する作用
を通じて、浮浪者や日雇い労働者は「不可視」化された。しかし、福祉制度による貧困者の
フィルタリングを通じて、単身男性中心のホームレスを増加させ、「なかったこと」にして
きたはずの都市下層の露出を社会問題化したのである［西澤晃彦 2005：57］。社会福祉制度
が非定住の単身男性を社会福祉の救済対象としてこなかったために、少なくとも、一般対策
に組み込まず、例外的取り扱いをしてきたために単身男性の貧困を救済するしくみを持つこ
とがなかった。その結果としてホームレス／野宿者が増加し、「可視化」したことがホーム
レス／野宿者が社会問題として可視化した。
３．東京都による「山谷対策」
３．１「山谷対策」の概要
山谷地域は「寄せ場」
（日雇労働市場）を中心に成立し、その周辺に簡易宿所街（ドヤ街）
が広がる日雇い労働者が集住する地域であった。昭和41年には町名改正により、山谷の名は
消えた。現在の行政区画では、台東区清川１・２丁目、東浅草２丁目、日本堤１・２丁目、
橋場２丁目、荒川区南千住１〜３、５、７丁目がそれに当たり、台東区と荒川区に行政区分
も分かれている。
山谷地域は、江戸時代には小塚原刑場の手前にあたり、周辺には非人部落があった。明治
通り沿いにある「泪橋」は、処刑される家族との別れを惜しんだ場所であることに由来する。
明治時代以降、宿場町の木賃宿街となり、関東大震災では被災民達が大量に住みついた。
太平洋戦時中に焼け野原になったのち、昭和20年に上野の住所不定者たちのテント村が作
られ、人々の集住がはじまり、日雇労働市場が形成される。昭和30年頃三ノ輪から山谷へと
日雇労働市場が移転し、そのドヤ街の建設がはじまった。
昭和35年以降、山谷暴動が頻発し、昭和44年には東京都民生局（現

福祉保健局）内に山

谷対策室（平成13年度閉室）が設置され、治安対策を要する地域として扱われてきた。現在
は、ホームレスの集住する公園・河川敷と、生活保護受給者が居宅保護を受けるドヤ街、住
宅地が混在する地域である。
『山谷対策』で述べられた「山谷対策」とは、『山谷問題』を解決するために登場した治安
対策である。ここでいう『山谷問題』とは「昭和35年夏繰り返して発生した暴動事件を契機
として一挙に表面化した、この種の地域の種々の「問題性」を包括的に表現したもの」をさ
し［山谷対策検討委員会 2000：8］、「山谷労働者の自立と生活の安定」を支援する理念をも
つ［山谷対策検討委員会 2000：27］。ここでは、問題の内容を「山谷地域に宿泊する人々の
労働と生活の問題」ならびに、
「簡易宿所集中地域としての生活環境問題」に絞り込んでい
る［山谷対策検討委員会 2000］。山谷対策の内容は、①労働施策、②福祉施策、③保健施
策、④住宅施策が行われ、①から③は応急即応的なものと生活基盤の改善を含むものに区分
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される。
『山谷対策』において、実効性のあるとされた対策は、家族政策と生活環境整備である。
ここでいう家族対策とは、家族世帯の抱える問題への対応、家族世帯の自立、山谷地域から
の転出であり、結果として山谷地域は単身男性に純化された。次に、ドヤ街の生活環境整備
に関しては、生活援助と雇用対策を実効性のあった対策に挙げている。
また、実効性のなかったとされた対策は、その要因に産業構造の変化と日雇い労働者の高
齢化を挙げ、職業技能講習や貯蓄、住民登録、社会保険加入は不十分であって、その日の仕
事を確保できない場合、最低限の衣食住の確保すら困難になる状況であり、「不況の局面で
の山谷対策の有効性は限定的なもの」
［山谷対策検討委員会 2000：９］として、評価を下し
た。さらに新しい問題として、保健衛生の問題を取り上げ、特に結核罹患者の増加を問題視
している。
現在は、
「戦後の山谷問題が、
『山谷』を担ってきた労働者の高年齢化・失業の常態化とい
う形態で今なお継続しつつ、その最終局面を迎えているとも解釈されよう」［山谷対策検討
委員会 2000：９］
。したがって、
「山谷対策」は、ドヤ街に住む日雇い労働者のための対策
であり、日雇い労働者の高齢化に伴って、行政介入による山谷対策の効果は見られないまま
「最終局面」を迎え、
「路上生活者」問題へと横滑りしていくのである。
３．２「山谷対策」の構築と批判
現在の「山谷対策」は、高齢化、不安定な生活による健康問題、行政と民間の連携、まち
づくりの検討に焦点が絞られる。これは、高齢化した宿泊者の就労、福祉・保健、居住の確
保、
「路上政策者対策」と「山谷対策」の関係、路上生活者問題と山谷問題の切り離しをし
たうえで、路上生活者問題は都レベルで対策を講じるものであり、「山谷対策」との整理は
つかないままで、
「路上生活者対策という新たな対策分野が成立」［山谷対策検討委員会
2000：13］するのである。山谷地域のまちづくりについては、民間団体の活用を視野に入れ、
事業の見直し、実効性、経費の効率化について述べてあるだけであって、具体的な提言等に
はふれていない。
1960年代の山谷暴動の社会問題化に対応して行われた「山谷対策」では、東京都の家族移
住政策によって、
「家族のみが治療の対象となり定住化が促されるとともに、その枠組に収
まらない非組織・非定住の単身者たちが属性事に細分されつつ分散・隔離され放置されてい
く隠蔽の形式を読み取ることができる」のである。「そこでの『山谷問題』は、暴動に加わ
った当の日雇労働者の声を汲み取るものではまったくなかった。確かに、いかなるかたちで
あれ、社会問題化されることは、隠蔽の失敗であるといえる。しかし、そこでの問題の立て
方は、もしその問題のかたちにそって『解決』がなされたとするならば、より一層巧妙な下
層の隠蔽を実現するものであった」
［西澤晃彦 2005：56-57］。このように、東京都が山谷問
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題を解決する、と言った場合、その解決の中身は、問題の担い手を分散させて、問題が表面
化しないようにすることであった。
新宿で長年ホームレス／野宿者の支援活動を行っている笠井和明は、「山谷対策」を、治
安や都市景観を全面に立てて、対象者の人格や尊厳を無視したり軽視したりするものであり、
そうした傾向は近代貧民史の共通の手法であるとしている。「山谷対策」は、「『弥縫策』
『地
域内解決の拒否』
『隔離収容』がこの対策の基本思想」であるために、当事者の参画がなさ
れず、対策に将来への展望（夢や希望）を見いだすことのできない対策となっているという
［笠井和明

2004］
。

つまり、
「山谷対策」では、ホームレス／野宿者の身体をあくまでもコントロールの対象
として、山谷という地域の秩序を乱す存在として捉えられており、ホームレス／野宿者は、
対策における問題主体として捉えられていないし、問題解決に参画する筋道すら考えられて
いないと見ているのである。
３．３「路上生活者」対策の概要
「山谷対策」がいったん収束して以降、1990年代には「路上生活」問題が可視化されるよ
うになった。
『都市問題』では、これまで日本になかった新しい問題のひとつとして、「路上
生活」問題を取り上げている。この新しい問題の出現を東京の都市生活の変容、特に、社会
の成熟化とボーダレス化にもとめ、社会の多様化・分化と均質化という相互に矛盾する方向
付けが同時並行的に生起した結果として、「路上生活」問題を捉えている。社会の多様化と
分化は、個人と社会とを媒介する様々な場面において、個人と社会との関係を変えた。これ
を住居の面に即して言えば、多様な形態の住宅居住が起こると同時に、持てる者と持たざる
者の階層分化［東京都企画審議室1995：3］が進行した。その結果、社会としての包容力が
低下し、既存の社会システムと社会の変化との間の不適合が目立つようになっている。
「社会とのつながりを失った一群の人々の存在、異質の生活文化をもって東京の地域
社会に参加しはじめた外国の人々とそれにともなう摩擦、都市社会の安全に影響する
人々の問題行動などが、都市社会にとって新たな都市問題として顕在化するようになっ
ている。
」
［東京都企画審議室1995：5-6］（以降、下線強調は：筆者による）
「社会とのつながり」がここではキーワードである。社会的なつながりが失われ、あるい
はその内実が変質し、これまでの社会的な秩序が失われた結果を、新たな都市問題である
「摩擦」と「孤立」としてここでは捉えている。「摩擦」と「孤立」という「新しい都市問題」
の代表例が、外国人共生という課題であり、路上生活者問題であって、ここでいう「新しさ」
とは、特定の地域表象から問題を理解するのではなく、個人や行為に引きつけて問題を理解
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しようとする認識の現れである。この認識は、社会的排除論との連続性がみられる。
では、
『都市問題』では何が問題の争点となっているのか。ここでは、①路上生活者の生
活問題（個人レベル）に関して、②路上生活者の公共施設の「不法」利用（地域社会レベ
ル）を取り上げている。まず、①路上生活者の生活問題、としては、人間の生活の基盤であ
る住居を欠き、健康な生活を送ることができないことが問題となる。次いで、②路上生活者
の公共施設の「不法」利用では、地域住民とのトラブルが生じるほか、「都市の健全性」に
4

対する影響が問題になる。
それでは、路上生活についてどのように述べられているのだろうか。路上生活は、社会経
済的な変化の影響のもとに生み出される現象であり［東京都企画審議室1995：56］、「社会的
つながり（社会的紐帯）の希薄化」と「とりうる選択肢の限定」を背景にして生じた「相互
連関的な社会構造のネットワークに人々をリンクさせるような止め金をもたない状態」であ
る［東京都企画審議室1995：28］
。東京は「大都市として帰属性の薄い、ネットワークの築
きにくい場所」
［東京都企画審議室1995：30］であり、「路上問題」は、大都市に特有の問題
であると認識されているのである。だが、都市は帰属性が薄くネットワークを築きにくい反
面、インナーシティで外国人やよそ者を包含する豊かさや度量をもつことは、ふれられてい
ない［奥田道大 1995］
。
『都市問題』では、
「路上生活」状態に注目して「路上生活者」というカテゴリーを取り上
げて、新しい問題形成をおこなっている。ここで問題となる路上生活という「行為」を行う
人は、
「路上生活者」と呼ばれる。
「路上生活者」は、「路上生活という特定の行為」や「『路
上生活』という状態」が基本的な検討対象にして作られたカテゴリーである［東京都企画審
議室1995：8-10］
。この「路上生活者」は、ホームレスとは違って「人」そのものに注目を
せず、ホームレス／野宿者のカテゴリーが含意する「不安定居住」や社会的排除といった英
語の

homeless

の語感を意図的に排除している。しかしながら、ホームレス／野宿者と

「路上生活者」は、それぞれに境界が曖昧であること、数の正確な把握は困難であること、
は共通している。
ここでは「路上生活者」は、特定の地域や階層に限定されるのではなく、「『社会の一員で
ある人がさまざまな社会経済的背景、個人的要因が複雑に絡み合って路上生活状態にいたっ
ている』ととらえる必要がある」
［東京都企画審議室1995：56］とみる。路上生活に陥る要
因としては、社会的つながりの希薄さ、選択肢の限定、個人的要因を挙げる［東京都企画審
議室1995：31］
。
３．４「路上生活者対策」の構築と批判
『都市問題』では何を問題とするのか。その整理についてみていこう。
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「路上生活は、路上生活者の個人的問題という見方もある。しかし、路上生活がたと
え本人の選択の結果であるにせよ、人間らしい暮らしに欠ける人がいるということは、
社会にとって好ましい状態ではない。そればかりではなく、社会とのつながりを失った
人々が集団で存在することは、都市社会にとって決して健全とはいえない。このような
状態を放置すれば、地域社会で摩擦を生じるおそれもあり、また、衛生や防災などの本
来都市全体に余すところなく普及しなければならない課題で対象から漏れてしまうこと
もある。行政は、このような事態を防止するため、路上生活に積極的に対応していくこ
とが求められる。
」
［東京都企画審議室1995：55］
まずここでは、都市生活の健全化を、次いで、健康で文化的な生活をする権利の必要性を
強調する。また、路上生活を「個人のライフスタイル」であり、自由な選択の結果であると
受け取りかねない表現を用いている。
『都市問題』では、
「山谷対策」で扱われていた日雇い労働者が構造的にホームレス／野宿
者になりやすいという問題は不問のまま、ホームレス／野宿者状態へと至らないための予防
対策は講じられていない。その一方で路上生活者というミクロの視点と対比する形で、都市
社会というマクロの視点を提示する［東京都企画審議室1995：63］。そこには地域を越えて
広がりつつも、ホームレス／野宿者問題が地域問題としての独自性をもっていることが切り
捨てられ、さらには路上生活に至りやすい社会的条件についてはふれられていない。
笠井和明は、これまでの「山谷対策」から「路上生活者対策」の流れを、戦後の「狩り込
み・収容・自立更正」から1964年の東京都から特別区への社会福祉事業の移管「追い出し・
分散・限定保護」へ、さらには1993年の再度東京都と特別区の共同事業としての位置づけを
された「排除・法外収容・自立強要」へ至ると理解する［笠井和明：1999：231-241］。笠井
は「路上生活問題」を社会福祉行政で対応してきた「浮浪者・住所不定者」に対する取り扱
いを「総合対策」へと切り替えをし、「新しい都市問題」として問題の位置づけを新たにし
たとみる 。
5

３．５「山谷対策」と「路上生活者対策」の整理
「山谷対策」から「路上生活者対策」へといたるプロセスでは、山谷の路上生活者（ホー
ムレス）には、２つの対策のいずれかで対応すべきかという課題が残されていた［山谷対策
検討委員会 2000：26］
。しかしその一方で、山谷対策室の閉室に象徴されるように、「路上
生活者対策」の一環に自立支援センターを設置することでもって自立支援事業に着手し、
「山谷対策」を実質的に継続していると考えられる。山谷対策は路上生活者対策の関連施策
として位置づけられる［東京都企画審議室1995：35］。
それではここでは「山谷対策」と「路上生活者対策」の共通性と差異性を確認しよう。二
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つの対策の共通性は、ともに治安維持や都市の健全性、ジェントリフィケーションを狙った
対策であり、この二つの政策の位相がどのように絡み合い変化してきたのかは、政治の影響
を被っている。ジェントリフィケーションは、治安維持をどのように行うのか、言い換える
と社会の健全さをどのように保つのか、そしてこの課題を達成するためにどのような手段を
用いるのか、と関連する。
2001年山谷対策室の閉室は、山谷問題の延長線上に路上生活者を対応させてきたが、その
限界があり、
「山谷対策」の延長ではない「路上生活対策」を、さらには「山谷対策」の歴
史を隠蔽する形で「ホームレス対策」へと移行したと考えられる。高齢化する日雇い労働者
にどのように対応し、野宿を防止するのかに関しての展望は見えない。
対策を講じる手法に関しての共通点は、民間団体の活用にある。1990年以降の福祉行政の
スリム化にともなって、福祉国家の中流化、福祉サービスの普遍化の方向性が打ち出され
［藤村正之 1999］
、ホームレス支援においては、民間団体の活用、行政との協働が謳われて
いる。これは、福祉国家に対応させて福祉社会を創り出そうとする試みでもある。山谷地域
の場合は、様々な支援団体が活動を行っており、さまざまなネットワーク関係が存在する。
行政との関係の取り方をめぐって、民間団体側はおおよそ３つの種類に区分される［渡辺
芳

2005］。
6

「山谷対策」と「路上生活者対策」における大きな差異点は、「山谷対策」にあった「まち
づくり」
「生活環境問題」として捉える視点が、「路上生活者対策」には受け継がれなかった
ことである。
「路上生活者対策」は「山谷」という地域表象を削除して、「路上生活者（ホー
ムレス）
」という個人表象へと問題を捉えていくことは、「路上生活者問題」が個人の問題で
ある、つまり社会の問題ではない、という表明に他ならないのではないか。社会問題を個人
の問題へと転化させていく傾向は、現在の新保守主義的政策の動向に同調している。
まちづくり視点は山谷という地域性を踏まえて打ち出した視点である。路上生活者対策は、
山谷に限らずどこにでも政策が展開される、抽象的施策であり、そこにどのようなまちに作
るのか、という具体性および個別性は捨象され、「社会を健全化」すると抽象的イメージが
語られている［西澤晃彦

2005：62］。
7

行政施策のなかで一度後退した「まちづくり」視点は、ＮＰＯ自立支援センターふるさと
の会が打ち出した方向のひとつである。行政との協働を重視するふるさとの会は、行政から
の事業委託やグループホームの運営など、「山谷地域」にある社会資源（具体的にはドヤ、
福祉施設）を生かしてホームレスに対する助成金を呼び水にして、地域産業の中核に「ホー
ムレス事業」を位置づけ、
「まちづくり」を行おうとしている
「このように、わたしたちが経験したことを通じて言えるのは「路上生活者は地域再生
のための社会資源である」ということです。彼らが、再び路上へ戻らないように、運営宿
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泊所を退所する場合にはアパートの保証人を引き受け、リビングサービスにつなげて継続
したアフターケアを行い、運営宿泊所から地域へと結びつけてゆく。安定した居宅生活が
確保されるなら、そこには医療、福祉、不動産といったサービスの増大とともに、地域商
店街の購買力向上が予想されます。まちの活性化は、実は負と見なされている存在を地域
の中で受け入れ、相互支援を行ってゆくことにより実現されるのではないでしょうか。
」
［ふ
るさとの会 2003］
。
４．2000年以降の対策：
「ホームレス対策」と「自立」
「路上生活者対策」に「まちづくり」視点が欠如する一方で新たに浮かび上がってきた視
点、それは、
「自立」の視点である。「自立」は、「自立支援システム」の名称にもあるよう
に、現在の「ホームレス支援」のキーワードとなっている。この動向は、厚生省の2000年の
『ホームレスの自立支援方策について』では、「就労自立アプローチ」からの対策を中心に論
じているが、
「半福祉半就労」の視点からの施策の必要性も指摘されている［厚生省 2000］
。
この「半福祉半就労」は自立支援事業には乗りにくい層、つまり、行政の提示するサービス
に対してのニーズがない層である。だからといって自立のニーズがないわけではない。以降、
2002年の「ホームレスの自立の支援に関する特別措置法」（「自立支援法」と略）、同法に基
づく2003年の「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」（「基本方針」と略）に至るま
で、継続している。この就労支援を強調する傾向は、日本の社会保障政策におけるワークフ
ェア政策からの影響 と見ることができる。
8

４．１「自立支援法」にみる問題の定義
2002年に「自立支援法」が施行され、次いで、2003年７月にはホームレスの自立の支援等
に関する基本方針（
「基本方針」
）が策定されている。国の施策に平行して、東京都は独自の
「自立支援システム」を構築し、地域事情にあわせて施策を展開している。「自立支援システ
ム」は、法外援護中心、山谷という地域対策中心の施策から、ホームレス状態にある個人と
その人の生活に視点をおいて、組み立てられている。
この「自立支援法」では、その第７条 においてホームレス支援は地域福祉によって行う
9

べきであるとしている。と規定している。しかし、地域住民による権利としての福祉制度利
用は、住民票あるいは安定した住居の確保によって確定するのであって、住居を確保してい
ない人々は対象外の存在として扱われやすい。個人化が浸透し、シティズンシップの複数
化・多元化が謳われつつも、地域福祉の利用に関しては、住居の確保という基準は崩せない。
だが、地域福祉の推進の対象範囲にこだわりすぎると、「自立支援法」の第11条 の公園の適
10

正化とあわせて、地域に対するシティズンシップにおける住居の確保問題は、ホームレス排
除へと向かう根拠となるともなりかねない。
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「自立支援法」では、
「自立の意志がありながらホームレスになることを余儀なくされてい
る者が多数存在」し、
「健康で文化的な生活を送ることができない状況」を問題視する。同
法では、ホームレス自身にも「自立をすることを」求めており、そこには、ホームレスの自
己決定を尊重するというよりも、行政支援を最小限にとどめるという意図が感じられる［笹
沼弘志 2003：89］
。
2002年の「自立支援法」施行に伴う2003年の「基本方針」において、「ホームレス支援」
施策の具体的アプローチが示された。
「基本方針」では、ホームレスの自立促進と、地域社
会におけるホームレスの問題を解決することを、その目的として位置づけている。
「ホームレスの自立の支援等に関する国としての基本的な方針を国民、地方自治体、関
係団体に対して明示するとともに、地方公共団体において実施計画を策定する際の指針を
示すこと等により、ホームレスの自立の支援等に関する施策が総合的かつ計画的に実施さ
れ、もって、ホームレスの自立を積極的に促すとともに、新たにホームレスになることを
防止し、地域社会におけるホームレスに関する問題の解決が図られることを目指すもので
ある。
」
［厚生労働省 2003］
。
「基本方針」での３つのホームレス類型と対応する支援では、① 就労自立：就労する意欲
はあるが仕事が無く失業状態にある者には、就労対策、自立支援センター入所、情報収集・
情報提供を、② 福祉：医療や福祉等の援助が必要な者には、相談事業、生活保護受給を、
③ 社会生活拒否：一般社会生活から逃避している者には、相談活動を、という支援すべき
対象と施策のセットが構築されている。しかし、「基本方針」では、「半福祉・半就労」類型
がなく、就労自立か福祉か、の二者択一を迫られる。実際、山谷地域のホームレス／野宿者
は、平均年齢が60歳前半であって、実際には常勤雇用は難しい。
関係団体の役割と連携についてみると、行政の実施する事業について積極的に協力するこ
とを奨励する方向性を打ち出している 。2000年の社会福祉法の成立で打ち出された「地域
11

福祉の推進」の文脈において、ホームレスの就労自立とホームレス予防のために、地域福祉
の推進を図る必要が打ち出されている 。
12

支援を充実させた結果、問題のゴールをどこに設定し、何を問題解決とするのかという状
態の想定ばかりではなく、施策の対象となる「ヒト」をどのカテゴリーに帰属させようとす
るのか、という対象者をめぐる社会関係の継続についての議論が乏しい。
ホームレス／野宿者である人は住居を構えれば、違うカテゴリー、たとえば「高齢者」に
移行する。しかしながら、ホームレス／野宿者が「元ホームレス」というカテゴリーに移行
するにすぎないのであれば、その移行は、あいかわらずの「ホームレス」カテゴリーを引き
ずったままであり、
「ホームレス」という差別レッテルを払拭することが難しいのではない
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か、と考えられる。
４．２東京都の「自立支援システム」
東京都は、2000年に行われた都市生活研究会調査 （調査委託先
13

日本女子大学

岩田正

美）を元に、
『東京のホームレス』（以下『ホームレス』）を刊行し、この調査結果を基に、
「自立支援システム」を東京都の独自策として立ち上げた。
緊急一時保護センターは、路上生活から早期の社会復帰を促進するため、まず特別区の福
祉事務所で相談のうえ、原則１ヶ月の入所期間でホームレス／野宿者を一時的に保護し、食
事の提供や健康相談等を行いながら、心身の健康回復を図るとともに、自立支援センターへ
の入所など今後の方針を相談する。路上生活者自立支援センターは、第１のステップである
緊急一時保護センター入所者のうち、就労意欲があり、心身状態が就労に問題ないと認めら
れる人を対象に、原則２ヶ月間の入所期間で、食事の提供、職業、住宅等について相談を行
い、就労による自立を促進する。このように、「自立支援システム」は、路上生活者緊急一
時保護センターから、路上生活者自立支援センターへ、そこからグループホームや社会復帰
へとホームレス／野宿者を施設に保護・収容し、選別するシステムを軸に対策が講じられて
いる。
ここでは、ホームレス／野宿者の区分を①就労自立層：心身が健康で、就労意欲があり、
自立が見込まれる者、②半福祉・半就労層：行政の部分的な援助を得ながら、就労を目指す
者、③要援護層：医療、福祉などの援護が必要な者、④社会との関わりを望まない層：上記
のタイプ１、２、３に該当しない者に分類する［東京都福祉局 2001：39］。
「自立支援システム」は、2002年７月に、東京都知事と23区長による「路上生活者対策事
業に係る都区協定書」を締結し、路上生活者対策事業実施大綱・要綱が制定される。同年11
月に自立支援センター「台東寮」「新宿寮」が開設し、「自立支援システム」が稼働する。
2005年８月には、緊急一時保護センター「千代田寮」開設された。「千代田寮」の開設によ
り、23区内に緊急一時保護センター５ヶ所、自立支援センター５ヶ所が整備され、「自立支
援システム」の整備が完了した。
「自立支援システム」は、民間団体に事業委託を行い、行政とＮＰＯのパートナーシップ
が謳われていることも特徴の１つである。ホームレス当事者、民間団体の活動、行政の力の
相互作用で問題を解決し、都民からの評価を受けることを通じて、地方自治体を中心に問題
解決を行うことを意図する事業であるといえる。
こうした「自立支援システム」は、就労自立のみ強調していること、路上からの脱却を促
すことは排除につながりかねないことが指摘されてきた。「『路上生活を前提とする自立』は
あり得ないもの、容認できないものとして認識され」［田巻松雄2002：24］、「東京都が目指
すホームレスの自立とは、路上生活からの脱却あるいは路上生活者の一掃という目的と不可

― 47 ―

分の関係にある」
［田巻松雄2002：25］として、田巻松雄は就労自立への過度の傾斜を批判
している。そこには、地域の人々を問題当事者として巻き込む視点が欠如しており、ホーム
レスの努力と自立にのみ支えられた「自立支援システム」という限界性を指摘している。
また、
「自立支援システム」の仕組みは、比較的短期間で安定雇用と就労自立をめざすた
め、比較的若く（50代前半まで）
、労働経験、家庭があり、野宿歴の短い人に向く施策であ
る。そのため、短期間での就労自立を目指すことは、本人の職業経歴を生かした不安定職種
への就労に結びつきやすい。そのため、極言すれば、「自立支援システム」に乗ることによ
って、低賃金・不安定雇用層を労働市場に送りだそうとしているともいえる［加美嘉史
2006：72］
。また、公共空間に長期にわたって野宿をしている人は、「自立支援システム」に
乗りにくく、また、住民票（住居）がなければ生活保護の受給もできなかった。つまり、「自
立支援システム」
（就労自立）も生活保護（福祉自立）も難しい人々が、将来の展望をひら
くことができず、公共空間にとどまらざるを得なかった。
このように、ホームレス／野宿者問題を当事者自身の就労自立によって解決する問題であ
ると断定することは、就労自立以外の支援を必要とする人を切り捨てることになる。また、
ホームレス／野宿者問題は、家族問題や住居確保の問題との結びつきがあることを見失わせ、
ホームレス問題が様々なタイプの貧困の複合形態であることから目を逸らさせてしまう［岩
田正美

2004：50］
。

自立支援事業を具体的な受け皿にする「自立」ステップは、行政が用意した「自立」へと
至る唯一の道であり、それ以外の選択肢はない。この行政の提示する「自立」観を受け入れ
られなければ、
「自立する気がない」
「社会生活を拒否」していると見なされる［妻木進吾
2004］
。多様な自立のあり方に関する昨今の動向を鑑みると、ホームレス／野宿者にはその
多様なあり方が容認されず、一般の人々並の自立を押しつけ、自立して社会に統合されるこ
とが大前提であって、なぜ統合されないのか、という点について考慮はされていない。
「ホームレスに対する支援システムを社会が用意する一方、ホームレス自身にも自立へ
の意欲と自助努力が求められます。さまざまな状況が重なってホームレス状態に陥ったと
しても、そこから脱却する仕組みを社会が用意する以上、その仕組みを活用して自立を回
復していくのは本人の責任です。職業訓練を受けて技能を高めたり、就職後の定着をはか
るのは困難なことではありますが、これは多くの人も同様に経験していることです。」［東
京都福祉局 2001：37］
「山谷対策」と「ホームレス対策」の共通点は、「『路上生活を前提とする自立』はあり得
ないもの、容認できないものとして認識されて」、「東京都が目指すホームレスの自立とは、
路上生活からの脱却あるいは路上生活者の一掃という目的と不可分の関係」［田巻松雄
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2002：24-25］にあり、治安対策としての「ホームレス対策」は機能する。
この「自立支援システム」は、「自立支援システムは、実態としては、これまでの生活保
護行政における（稼働能力のある）「住所不定」者の排除を前提として、そこから排除され
た人びとを（たとえそれが寄せ場から行くそれと大差ない不安定で過酷な労働条件であった
としても）労働市場へと送り込む一方で、それを達成できない人びとを『自立困難』者とし
て切り捨てていく、人間の選別システムとなっている」［北川由紀彦 2005：237］。
４．３地域生活移行支援事業の展開
2004年６月に都区共同で、ハウジング・ファースト事業（ケア付き住宅支援）をモデルと
する地域生活移行支援事業が開始された。アメリカのクリントン政権下で行われた「ケアの
継続」の視点の導入を導入し、住居優先アプローチを採用することによって、豊かな地域づ
くりへの転換へと舵をきった［中島明子2006：102］。
この事業は、ホームレス／野宿者が就労自立を果たし地域生活を送るためにあり、ホーム
レス／野宿者が労働して自身の生活を支えることが基本である。事業の内容は、ホームレス
／野宿者が地域生活へ移行するために、借り上げアパートを低家賃で２年間貸し付けて、就
労や生活の支援を行うものである［東京都福祉保健局

2007：22］。こうした事業を通じた

ホームレス／野宿者の自立は、ノーマライゼーションの観点から、ホームレス／野宿者の社
会復帰／参加を促すことになるという 。
14

この事業の目的は、
「既存の自立支援システムでは対応が困難だった、公園等でテント生
活をしているホームレスを対象」として、「就労や生活面での支援により、地域で自立して
もらい、併せて公園等の本来の機能を回復し、地域住民等の利用をめぐる軋轢をなくす」こ
とである［東京都福祉保健局2007：ⅲ］。
この事業の利点は、①周辺住民の抵抗が少ないこと、②自己決定に基づく自立生活が尊重
されること、③プライヴァシーの確保、④地域へのインテグレーションが可能であること、
⑤住民登録による身分証明ができ、社会の中での自身の位置づけを明確にできること、であ
る［阪東美智子2005：241］
。地域住民の軋轢解消という点でみれば、この事業は、ホームレ
ス／野宿者向けの施設の確保が難しくなっているため、施設−地域コンフリクトの回避でも
ある［古川・庄司・三本松編1993］。
この地域生活移行支援事業の開始によって、ホームレス／野宿者支援は新たな局面を迎え
た。これは、安価なアパートを期間限定で提供することによって住居を確保し、半年の臨時
就労をセットにして、社会への再参入をめざすものである。労働による社会再参入のほかに、
「居住」を通じたつながり作りをつくることで、ホームレス／野宿者から地域住民への移行
をスムーズに行うという意味をこの事業は持っている。こうした、ホーム（住居）の回復に
よって、人間関係の回復がなされ、身体の回復の場が出来ると考えられる。
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また、地域生活移行支援事業は、支援に関わる人々や団体に対して、大きなインパクトを
あたえた。その第1は、行政との結びつきを強めてNPO化する団体と、ネットワーク化する
団体、性格は異なるが支援を行うという点での協働や連携が見られた団体間のネットワーク
を再編した［渡辺芳

2005］
。第２は、住居をかまえたホームレス元当事者（生活保護受給

者を含む）を作り出したため、新しい支援スタイルを模索が模索された。住居確保後のアフ
ターケアや仲間づくり、半福祉・半就労といった新たな支援の形が作り出され、それらの変
化に対応できない団体は活動を縮小せざるを得なくなった。
この事業は、公共空間に〈見える〉ホームレス／野宿者を対象としており、固定した小屋
をもたずに移動するホームレスやネットカフェ難民といった〈見えない〉ホームレスを事業
の対象にいれていない。そのため、公共空間の利用を〈適正化〉して地域住民との軋轢を解
消することに力点を置いた施策でもある。〈見えない〉ホームレスをどのように〈見える〉
ようにしていくのか、が今後の課題である。
４．４東京のホームレス支援の特徴
東京都のホームレス支援は、第１に「自立支援システム」、第２に地域への配慮、第３に
民間団体の活用といった特徴があり、それぞれが現代社会を取り巻く個人化現象に対応して
いる［渡辺芳

2008］
。

第１に「自立支援システム」は、就労を通じた自立支援の強調がなされているが、自己の
生活をすべて自分の責任で統制すべし、という個人化のもつ自己責任の強調を踏まえている。
第２に、地域への配慮は、地域の変化ならびにその地域相互扶助の低下にともなって、行政
の問題解決志向が強くなっていること、社会的つながりの再構築の取り組み、特に東京の場
合は地域生活移行支援事業によって、それが行われている。第３に、民間団体の活用は、ま
さに個人化の浸透に由来するボランティア活動・社会運動の隆盛をふまえたものであり、そ
うした行政と民間団体の協働は、福祉国家の民営化・分権化にむけた取り組みの１つである。
ボランティアはホームレスを通じて地域に関わり、地域住民とは違った見方でホームレスを
捉えている。ボランティアは、当該地域の外から来た人であり、場所性をもたない近接性を
もっている。そのため、地域住民とは違う地域公共性を提示し、ホームレスを代弁している
のである。
以上のように、労働と福祉（住居、生活保護）を通じて社会復帰を目指す日本のホームレ
ス支援は、福祉制度を通じた社会的「つながり」の再構築を試みている。ここで示される
日本的な社会的「つながり」の構築は、就労自立を強化することで達成されるものであり、
国民全体の理解を促進する試みについてはまだ施策が乏しい。
日本の「自立支援法」の特徴は、ホームレス向け特別対策として組み立てられている点に
あり、ホームレスへの個別支援は考えられているが、その他のカテゴリーの人々の支援と連
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携した支援体制が組み立てられていない点にある。次いで、予防システムを組み込んだ支援
は具体化されていないこと、地域住民の理解をどのように得ていくのかといった偏見・差別
意識の克服について、具体的な働きかけがなされていないことも特徴である。
東京都は、ホームレス問題を『東京のホームレスⅡ』において、「公園、道路、河川敷な
どの公共空間をホームレスが占拠しているために、都民の自由な利用や施設管理の妨げとな
り、地域住民との軋轢が生じていること」と定義している［東京都福祉保健局

2007：ⅱ］
。

ホームレスとは、公共空間を占拠する人であり、地域住民との軋轢を問題視していることが
読みとれる。そのために、ホームレス／野宿者自身の自立を促す施策を行うのであって、当
事者自身の健康問題や、ホームレス／野宿者状態にある人が放置されていることを問題視し
ていない。
また、解決に当たっても、
「ホームレス対策の基本は、ホームレスが自立した生活を回復
し、地域社会の一員として、早期に社会復帰できるよう支援すること」であるとして［東京
都福祉保健局

2007：ⅱ］
、ホームレス／野宿者自身の努力による解決を強く求めている。

また、解決に当たっては、国の責任を第１に捉えており、「自立支援法」に基づく施策につ
いては、
「住宅と就労に関する具体策が必ずしも十分ではありません」としている［東京都
福祉保健局

2007：ⅱ］
。

「ホームレス／野宿者」問題は、地域の問題ではあるが、地方自治体の財政的負担の問題
や国の施策のミスマッチ等の問題があるため、地域だけで解決できない問題である。にもか
かわらず、ホームレス／野宿者自身の自立生活をどのように支えていくのかといった地域社
会の具体的な取り組みに関して、東京都は定義を行っていない。あくまでも「地域住民との
軋轢」に焦点化して、地域住民レベルでの「ホームレス問題」を定義しているのである。こ
こでは、地域は「被害者」的であり、地域住民にかぎらず、ホームレス／野宿者ではない人
がホームレス／野宿者を支えるための努力や、ホームレス／野宿者が数多く居住しない地域
はどのような取り組みをするべきなのか、触れられていない。
「ホームレス／野宿者問題」が、地域社会で繰り広げられる、個別具体的な経験の問題で
ありながら、対策は社会構造の変革を目指して行わざるを得ないこと、そして、問題の要因
が複雑に入り組み、
「われわれの問題」として扱われにくく、認識されにくいこと、これが
一連の対策、
「山谷対策」
、
「路上生活者対策」、「ホームレス対策」に、共通していると考え
られる。
５．おわりに：
「自立」とまちづくりの両立可能性
本稿で得られた結論についてここではまとめることにする。「山谷対策」と「路上生活者
対策」には、治安維持と環境配慮の観点から政策が組み立てられている点は共通する。
「山
谷対策」と「路上生活者対策」の大きな違いは、前者には「自立」の観点がなく、環境配慮

― 51 ―

の観点が強調されていることであり、後者は就労に限定した「自立」の観点が強調され、「ま
ちづくり」の観点が抜け落ちている。
「路上生活者対策」を受け継ぐ「ホームレス対策」は、
ホームレスの自立を強調し、それは全国的施策においても同様である。問題は「自立」の内
容が、行政とホームレス当事者との解釈にずれが生じ、サービスニーズと当事者のニーズの
接合点が見いだしにくいことにある。
「就労自立」への志向は、ホームレス／野宿者自身からもしばしば聞かれることである。
「自立支援法」では、本人の「自立」の意志を尊重する。しかし、この「自立」は就労によ
る自立に限定され、さらにはホームレスの望む自立が、現実に可能であるかどうかは問題に
ならない。また、行政が提示する「自立」の規範に当てはまらない〈自立〉を指向するホー
ムレスの存在を考えてみる必要があるだろう 。
15

ホームレス施策にみる「自立」は、
「自立の脅迫観念に囚われているからこそ、野宿者を
生みだし、排除し続ける」のであり［笹沼2000:62］、野宿者をめぐる問題は、「われわれの
社会のまなざしの問題」なのである［島

和博

2001:180］。ジンメルの言うように、社会

の側が制度を作り出しホームレスをカテゴリー化するのであれば、まさしくホームレスは自
立にこだわるわれわれ社会の問題である。それゆえ、「われわれの問題」であると見えず、「彼
らの問題」であると見えることによって、ホームレス対策は難しくなる。
「われわれの問題」として見えてくるためには、では何が必要であると考えられるのか。
３つの対策にそっていえば、それは、
「まちづくり」視点の復権とボランティアの役割の明
確化にあると考えられる。ホームレス支援の出口である元ホームレスへの支援、つまりアフ
ターケア問題は、これまでの対策では明確にされていない。地域生活移行支援事業では、ア
パート入居後のアフターケアは、ボランティアや専門職が訪問活動をすることが期待されて
いる。元ホームレスの地域生活復帰を、どのように促進して、地域福祉活動ひいては「まち
づくり」活動につなげていくかが課題となる。
また、事業化されない活動、たとえば炊き出しやパトロール活動を行う団体を、ホームレ
ス支援活動のなかにどのように位置づけていくのかも課題のひとつである。「ボランティア
が言葉をかわして、食料その他の生活必需品を提供し安否を確認することは、重要な自立支
援であり、諸個人を包含する社会形成のひとつとなる」［斉藤秀生・柳田敏洋 2003:14］であ
るとすれば、そういったボランティア活動に対する意味づけ、位置づけを検討する必要性が
ある。
また、各地でボランティアやNPO活動をベースとして、ホームレス当事者の経験や知識
を生かす試みが生まれている。ホームレスの経験を社会資源として扱う試みは、ホームレス
元当事者をホームヘルパーとして雇用し、生活保護受給者となった元ホームレスの介護にあ
たる〈カマカマ〉介護や、川崎でみられるホームレスの当事者がパトロールスタッフとな
り、そのホームレス経験を生かしてパトロールを行う「さみだれパトロール」がある。これ
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らの試みは、ホームレスであったことを生かす支援のあり方の１つとして、注目すべきであ
ろう。
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料休憩所、無料シャワー室、土曜日の炊き出し活動を継続し、まりや食堂は安価で栄養価の高い
弁当づくりを、ボランティアが行っている。人権擁護活動を行っていた山里の会は2003年に炊き
出し活動を休止したが、後継団体の山谷夜回りの会が活動を引き継いだ。
7
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更を行っている。この変更にも隠蔽の徹底をみてとることができる。第一に『地域』という表象
が破棄されることによって、
『問題のある』個人の統計的な集団へと下層は還元される。また、
第二に、
『路上生活者』と表象されることによって、排除や貧困を不問にしたまま路上から『見
えなくなる』ことを『解決』とする問題であることがあらためて確認されるのである」［西澤晃
彦

8

2005：62］

「『就労自立アプローチ』を強調する近年のホームレス対策の特徴は、労働と福祉の結びつきが強
められてきている社会保障政策の全体的な動向と、一定の共通性をもつものとみることができる」
［山田壮志郎 2003：28］
。
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。
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とすることによりその適正な利用が妨げられているときには、ホームレスの自立支援等に関する
施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な
措置をとるものとする」
。
「ホームレスの生活実態を把握し、ホームレスにとって最も身近な存在である社会福祉協議会、

11
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ＮＰＯ、ボランティア団体等の民間団体は、ホームレスに対する支援活動において重要な役割を
担うとともに、地方公共団体が行うホームレスに対する施策に対し、事業の全部または一部の委
託を受けるなど、行政の施策においても重要な役割を担っている。その際、関係団体は、自らが
持っている既存の施設や知識、人材を積極的に活用して事業を行うとともに、地方公共団体が自
ら実施する事業についても積極的に協力を行う。」［厚生労働省 2003］
「ホームレスの自立を直接支援する施策を実施するとともに、新たなホームレスを生まない地域

12

社会づくりを実現するため、地域福祉の推進を図ることが重要である。」［厚生労働省 2003］
13

この調査チームの果たした役割については、北川由紀彦（2002）を参照した。

14

地域生活移行支援事業を開始した背景には、以下の施策立案者の意図がある。「生活保護制度

（生保）を維持したままでホームレス問題を解決するために、生保以外の施策を取る必要がある。
そこで自立支援センターを生保対象外の人を対象に作り上げた。生活のできない人にはセンター
に入ってもらい、自分の稼動能力を用いて自立（就労自立）を果たすように援助。生保と「自立
支援システム」は車の両輪であり、一定の成果と限界がある。自立支援事業だけではホームレス
問題に対応しきれないため、
「自立支援システム」の補完が必要であり、そこに地域生活移行支
援事業が対応する」東京都健康福祉局Ｉ氏（2004.5.29.シンポジウム報告「ホームレス自立支援
の新たな可能性──地域生活移行支援事業をめぐって──」）
「失業を原因として野宿に追い込まれているホームレスが野宿から脱却するための支援策として、

15

『自立就労アプローチ』からの施策を中心に整備することは、いわば当然の発想でもある。また、
これまでのホームレス実態調査が同時に明らかにしてきたように、ホームレス自身の要求として
も就労への意欲は高く、要するに、
『仕事さえあれば』という思いが、多くのホームレスに共通
していることが、
『自立就労アプローチ』のウェイトの高さを導いているという面もある。」［山
田壮志郎 2003：29］
。
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Governmental Supports for Homeless People in
Tokyo：From Localized Policy in Sanya to Universal
Policy for Homeless People
WATANABE, Kaoru
The purpose of this text is to describe the process of arriving from San-ya measures
of Tokyo to

rough

sleeper measures

and

Homeless measures

and to examine

commonness and the diﬀerence of these measures.
This text makes comparative study of the issue of each measures and the composition
of the problem by using an administrative report.
The maintenance of order is common to the commonness of
Homeless measures

and

with the environment consider.

The difference between
viewpoint of

San-ya measures

San-ya measures

Independence

and

Homeless measures

is for the

not to exist in the former, and to be emphasized the

viewpoint of environmental consideration, and the viewpoint of
is emphasized, and there is no viewpoint of

City planning
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Independence by labor

in the the latter.

