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絆の制度化
●特集2　住宅貧困をどうする

―「第三の困窮」に向き合うパーソナルサポーターの実現へ

奥田知志［おくだともし］
NPO法人北九州ホームレス支援機構理事長・NPO法人ホームレス支援全国ネットワーク理事長

野宿状態にある人々は、住まいと職に加えて、家族（絆）を失っている。
当初から「ハウスレス」と「ホームレス」という2つの見立てにたち、
ホームレス支援活動を続けてきた経験から、
関係的困窮に対する支援の制度化を提言する。

1	 はじめに
　2008 年 9 月のリーマンショック以後、こ
の国の困窮者の現状は一層深刻なものとなっ
ている。派遣切り等で大量の失業者が生み出
され、不安定な居住状態あるいは野宿状態に
置かれる者が後を絶たない。
　2010 年 3 月、厚生労働省は全国のホーム
レス数を 1万 3,124 人と発表した。これは前
年に比べ約 2,600 人の減少であり、2003 年に
行なわれた最初のホームレス全国調査の結果
である 2万 5,396 人から比べると半減したこ
とになる。行政機関が「目視」で行った調査
に基づく数値であるので、どれだけ正確なも
のであるかは考慮されるべきであるが、全国
各地で「野宿者減少」が報告されているのは
事実である。だが問題は、「野宿者減少」を
もって「日本のホームレス問題及び困窮者問
題は解決に向かっていると言えるのか」とい
う点である。

　北九州市では、現在のホームレス人数は調
査開始後最低の 141 人（市発表）となってい
る。過去最高は 2004 年の 434 人。その一方
で、北九州市とNPOが共同で作成している
「ホームレス支援台帳」に、2009 年度に新規
に登載された者は 482 名。これは 2007 年度
197 人、2008 年度の 329 人を大幅に上回っ
た。長期にわたり路上生活をする者が減少し
ている一方で、相談に来る困窮者の総数は増
大しているのだ。
　野宿者減少の要因はいくつか考えられる。
各地で行われている自立支援の成果が出たこ
とは事実である。一方で、生活保護の運用改
善が図られたことが大きな要因となったと思
う。現在の日本の「捕捉率」（生活保護基準
以下の総世帯数に対する被保護率）は 20％
に満たない。英国やドイツはいずれも 80％
以上になっていることからすると、現状を
「改善」と言えるかは疑問であるが、労働行
政と保護行政の連動的運用に向けた試み（ワ
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ンストップサービス）も始まり、生活保護が
困窮者の受け皿としてより機能し始めたのは
事実である。1995 年の被保護者は約 89 万人
であったが、2010 年 1 月時点では 183 万人
となっている。生活保護は生存権にかかわる
絶対的権利である。故に無差別平等の原則の
下、制度利用の入り口が常に困窮者に対して
確保されていることは当然のことである。
　一方で、「生活保護からの自立」が今後の
大きな課題とならざるを得ないだろう。これ
まで行ってきたホームレス支援においてなさ
れてきた就労自立等の施策と、保護行政の連
携をいかに図るかが課題と言える。
　最近は若年困窮者の増加が顕著になってい
る。これまで生活保護は、「高齢世帯」とか
「障害世帯」などの就業不可の人々に対して
利用されてきたが、ここ数年「その他世帯」
が急増している。「その他」という呼称から
もわかるように、従来の生活保護の対象とな
っていなかった世帯が「その他世帯」であ
る。その中心は「若年稼働年齢層」と言え
る。1995 年の「その他世帯」は 4万 2,000 世
帯。2010 年 1 月時点で 19 万 1,000 世帯、360
％の増加となっている。
　これまでのホームレスとは違い、若年困窮
者には親や家族がいる場合が多い。にもかか
わらず、その家族が若年困窮者の受け皿にな
っていないことが、保護申請の実態からもわ
かる。派遣切りが問題となった時、マスコミ
はしきりに「住まいと職を失った人々」と報
道した。しかし現実はそれだけではなかった
のだ。彼らは「住まいと職と家族（絆）を失
った」のだ。そこには「もう一つの困窮」が
見え隠れしている。この「もう一つの困窮」
に対する支援体制構築に向けた取り組みを、
早急に始めなければならない時が迫ってい

る。
　この現実に対して、22 年に及ぶ北九州で
のホームレス支援の経験から一つの提案をし
たいと思う。すなわち「絆の制度化」であ
る。以下、そのことについて説明したい。

2	「ハウスレス」と「ホームレス」
　野宿状態の人々を支援する時、最も大切な
ことは「見立て」であった。「見立て」を間
違うと支援は彷徨する。私たちは活動開始以
来「ハウスレス」と「ホームレス」という二
つの「見立て」に立って活動してきた。「ハ
ウスレス」は家に象徴される物理的困窮を意
味し、「ホームレス」は家族等に象徴される
関係的困窮を意味する。各地のホームレス支
援においては「失業と住宅喪失⇒ハウスレ
ス」に対する取り組みが中心になされてきた
ように思う。国のホームレス施策も同様だっ
た。「ホーム」は重視されてこなかった。
　ハウスレスに対しては「彼らには何が
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必要
か」を模索した。家、衣服、食物、保証人
……。だが「彼らには誰が
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必要か」は、より
重要だったように思う。路上において「畳の
上で死にたい」という声を聞く。その声に応
えアパート入居を支援する。これで安心と思
いきや、「俺の最期は誰が看取ってくれるだ
ろうか」という新たな問いが生まれる。それ
は実に自然な「人間的問い」と言ってよい。
　戦後日本の社会保障における困窮概念の中
心は「経済的困窮」と「身体的困窮」であっ
た。「経済的困窮」に対してはハローワーク
や生活保護制度を、「身体的困窮」に対して
は病院、老人福祉、障害福祉などが対応し
た。しかし現在「もう一つの困窮」が注目さ
れようとしている。「関係的困窮」である。
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これは、「経済的困窮」「身体的困窮」になら
ぶ「第三の困窮」と言ってよい。
　血縁や地縁自体多くの問題を抱えていた
が、それでもこれらが関係の多くの部分をカ
バーしてきた。しかし、それが崩壊した。社
会保障の受け皿をどれだけ確保しようとも、
それを本人に合わせ段階的継続的に活用する
ためのコーディネートをしてくれる人がいな
い。自立意欲醸成や制度利用が、「絆」の欠
落によって行き詰まっている。
　「絆」が途切れる。それは「いざという時
に助けてくれる人がいないという事態」を意
味する。しかし、それ以上に深刻なのは「自
己喪失」である。なぜなら、人は他者とのか
かわりの中で自己の存在意義を知るからだ。
　最近頻繁に「絆」が途切れた青年たちと路
上で出会う。「もう死にたい」「自分など生き
ていても迷惑をかけるだけ」と言う彼らに、
「君は自信家だね」と声をかける。「いいえ自
信がないから死にたいんです」と彼らは答え
る。だが事実、彼らは自分に対する自分の判
断（もう死ぬしかない・迷惑な存在）を絶対
的に信じているのだ。孤立の中で自問自答
し、自分の答えを絶対的に受け取る。「そん
な風に自分だけを信じないで、赤の他人の言
うことを少しは聴きなさい」という説得を夜
の街角で続けている。他者と出会うことで、
人は自分の存在意義を知ることができ、それ
が人を立ち上がらせるのだ。
　「ホームレス」問題を「関係的困窮」と捉
えるならば、それはもはや今日の日本社会そ
のものの問題であると言える。昨今「無縁社
会」が話題となっている。しかし「無縁社
会」などない。「無縁か、社会か、いずれ
か？」なのだ。
　人は独りでは生きていけない。だから、人

類は赤の他人が助け合う仕組みをつくった。
それが「社会」である。無縁であるなら社会
ではないし、社会であるならば無縁ではな
い。「無縁社会などない」とはその意味であ
る。無縁化の中で「社会」が崩壊する。自己
責任論は、責任を当人にのみ押し付け、他者
が助けることを否定した。その行きつく先は
「社会不要論」とならざるを得ない。社会の
側が「それはあなたの問題だ。一人で解決し
なさい」と言うならば、社会も国家も総理大
臣も無用である。
　私たちは「社会＝他人が助ける仕組み」を
必要としている。これは自己の責任を不問に
付すものではない。社会的責任が先行して、
しかも不可逆的に果たされる時、真の意味で
個人の責任が問い得るのだ。それが社会と個
人の関係なのだ。
　そのような中、早急に「絆」についての取
り組み、いわば「絆の制度化」が必要だと思
う。現在の政府はパーソナルサポーター
（PS）設置を掲げた。路上で 20 年問い続け
た課題「ハウスレスとホームレス」に向けた
取り組みが、国レベルで始まろうとしてい
る。

3	 絆の制度化
　従来、家庭や地域が果たしてきた機能の第
一は「受け皿」である。住、食、寝、子育
て、教育、看護、介護など、様々な受け皿と
しての機能を、家庭や地域が受け持ってき
た。家庭が崩壊する中で、この受け皿部分の
多くが社会資源によって担われた。コンビニ
等の登場で一人世帯が暮らしやすい生活環境
が登場したこと、介護が社会制度として確立
したことなどはその典型である。
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　さらに家庭や地域にはもうひとつの機能が
あった。それが「持続性のある伴走的コーデ
ィネート」であった（図 1）。当人のニーズ
に合わせて、家族が必要な支援（受け皿）を
伴走的にコーディネートする。例えば、親は
子どもが病気になったら病院に「つなぐ」、
治ったら「もどす」、次に学校に「つなぐ」、
「もどす」。また、「あと何年で中学校へ進学
する」など、長期展望に立った計画を持ち、
それに沿ってケアを組み立てた。このような
「つなぎ・もどし」の連続的な作用や総合的
段階的なケアの組み立てが、「持続性のある
伴走的コーディネート」である。
　もし、「つないだ」先の受け皿が適正でな
いなら、すぐに次の受け皿につなぎ変える。
家庭は、受け皿チェックの機能も果たしてき
た。つないだ先が「貧困ビジネス施設」と呼
ばれる悪質施設ならすぐに退所させ、次へ
「つなぐ」。結果、それらの施設は淘汰され
る。伴走的コーディネートが機能するとは、
そのようなことなのだ。このようなコーディ
ネートを可能とする関係性、いわば「絆」
を、家庭崩壊後の社会においてどう確保する
かが問われている。

　ワンストップサービスによる相談窓口の充
実、第二のセーフティネットによる受け皿の
拡充も必要だ。しかし、それらが機能するた
めには「持続性のある伴走的コーディネータ
ー」が必要なのだ。ワンストップサービスが
「一回限りのつなぎ」に終わるなら、それは
すぐさま行き詰まることになる。持続的で伴
走的な支援の継続、すなわち「つなぎ・もど
し」の連続的な行使が可能な支援が必要であ
り、それが「絆」の中身である。
　このような現状において「絆の制度化」の
必要性は高まっている。そこで「絆の制度
化」に関する 15 のポイントを以下紹介する。

①受け皿とコーディネートの分離
　絆の制度化の第一のポイントは、受け皿と
伴走的コーディネートの分離である。伴走的
コーディネーターは、社会的資源である受け
皿に関する知識を有する者であり、当事者の
必要を見極めケアプランを作成する。そのプ
ランに即し、社会的資源を総合的・段階的に
組みわせ「つなぎ・もどし」を連続して行
う。
　コーディネーターは受け皿そのものではな
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く、被支援者に必要な支援を次々にコーディ
ネートしていく。コーディネーター自身が受
け皿的役割を果たすことは極力避けることが
肝心である。なぜなら、コーディネーター自
身が受け皿となってしまうと、ケアがその部
分で滞留し、抱え込み状態に陥る。これでは
総合的・段階的なケアプランの進行が妨げら
れる。これまで、困窮孤立状態にある被支援
者が一つの受け皿内にとどめられてきたとい
うケースは少なくない（例えば一つの施設に
長期間にわたって入居し続けることがよくあ
った）。
　行政の縦割りの弊害は言うまでもないが、
特区等で窓口を一元化したとしても、それは
受け皿の一元化である。また、現状では多岐
にわたる受け皿の相談窓口の一元化には相当
の力量が必要となる。しかし、たとえ縦割り
のままであったとしても、一定の専門知識を
もったコーディネーターが当事者に伴走する
ことによって的確な窓口選択が可能となるな
らば、縦割りの弊害も相当解消できる。
　困窮孤立者の多くが制度等に関する知識が
ないままに窓口に行き、結局「たらい回しに
された」という感想を持つのは、コーディネ
ーター不在故の結果である。伴走的支援は、
当事者が必要な受け皿を選択するための支援
である。当事者を的確に窓口に導き、必要な
手続きを取る。当事者の混乱と疲れは、助言
者なき現実そのものにあるのだ。

②「つなぎ」と「もどし」の連続的行使 
　これまでの福祉の現場でも「つなぐ」とい
うことはテーマであった。しかし、その実情
は「投げ渡し」に終わることが多かったと言
える。例えば病院内の医療ソーシャルワーカ
ーが患者の退院をコーディネートする場合、

その患者の行き先を見つけ、必要な手続きを
する。しかし、その後その患者がどうなった
かは、病院内のスタッフである医療ソーシャ
ルワーカーは把握しないし、できない。
　しかし、伴走的コーディネーターは「つな
ぎ」と共に「もどし」を行うことを前提とす
る。このため「投げ渡し」を超え、コーディ
ネートがトータルに機能していく。持続性の
ある伴走的コーディネートには、「つなぎ」
と「もどし」の連続的行使が不可欠である。

③「制度またぎ」のコーディネート
　一人の人間の生活や自立に向けた歩みを支
えるには、様々な受け皿を組み合わせ、それ
を総合的、段階的に活用できるようにコーデ
ィネートする必要がある。従来の社会保障制
度や既存の社会資源の多くが独立しており、
縦割り構造になっていることは周知の事実で
ある。それぞれの受け皿を効率的に活用し、
本人ニーズに即して切れ目なく段階的に支援
を提供するためには、コーディネートが横断
的でなければならない。この「制度またぎ」
のコーディネートが可能かどうかが、今後の
大きな課題となる。図 1は、持続性のある伴
走的コーディネートの概念図である。受け皿
を「制度またぎ」しつつ段階的にコーディネ
ートが展開していく。

④受け皿（制度）内コーディネートとの連携
　既存の社会資源にはコーディネーターが存
在している。病院には医療ソーシャルワーカ
ーが、福祉事務所にはケースワーカーが、介
護事業にはケアマネージャーが、施設にはソ
ーシャルワーカーが活躍している。伴走的コ
ーディネートは、これらの既存の受け皿（制
度）内コーディネーターとの連携を図る、い
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わば外部のコーディネーターである。
　既存の受け皿（制度）内コーディネーター
は、一つの制度内に終始せざるを得ないた
め、「つなぎ」が「投げ渡し」に終わること
がしばしばであった。また、受け皿内コーデ
ィネートでは、自分が所属する受け皿に都合
のよいコーディネートを行ってしまう危険さ
え伴う。現に、医療ソーシャルワーカーによ
る退院促進や、福祉のケースワーカーによる
水際作戦などの事態も起こった。「制度また
ぎ」を前提とする伴走的コーディネートは、
これらの受け皿本位のコーディネートを相対
化させる役割も担う。

⑤ 「自立支援」から「人生支援」へ　 
―　総合的かつ段階的ケアプランの構築
　受け皿（制度）内コーディネーターは、そ
の専門の範囲でコーディネートを行う。医療
現場ならば、治療に関することから始まり、
入院生活、退院時の手続きなどをプランニン
グする。しかし、伴走的コーディネーター
は、個々の受け皿（制度）内のコーディネー
トを組み合わせ、総合的かつ段階的なケアプ
ランを立てる。相談→病院→福祉→居宅→手
帳取得→ハローワーク→就労訓練→就労→地
域資源など、「制度またぎ」型の支援を実行
するための総合的なケアプランである。それ
は従来、「自立支援」という「点の支援（路
上から居宅へなど、状態の変化を捉えた支
援）」から、その人の人生そのものをコーデ
ィネートするものである。故にそれは「自立
支援」を包摂した「人生支援」と言うべき範
疇の事柄となる。
　一つの受け皿に辿り着いても、そこで目的
を達成できるとは限らない。「つながった」
ところがダメだった場合、「じゃ次行ってみ

よう」と言ってくれる伴走者が必要となる。
それが伴走的支援であり、その範囲は人生そ
のものとなる。

⑥受け皿のチェック
　「つなぎ」と「もどし」の連続的行使を前
提とし、特に「もどし」の機能を重視するこ
とによって、受け皿のチェックが可能とな
る。従来、家族は自分の身内が入った病院な
り施設が適切な事業者でない場合、別の施設
に「つなぎ替え」を手配する。伴走的コーデ
ィネートにおいても、こうした「もどし」機
能が発揮されることで、悪徳事業所を淘汰す
ることが可能である。
　昨今、問題となっている「貧困ビジネス施
設」は、そもそも福祉事務所によって被保護
者が紹介されているが、家族との関係が途切
れている被保護者が行きついた先が「貧困ビ
ジネス」施設であったなら、一巻の終わりと
いう事態にもなりかねない。「たまゆらの悲
劇」（2009 年に起きた施設火災）は、そのよ
うな「投げ渡し」と「ノーチェック」の中で
起こった。それが当事者にとってふさわしい
受け皿かどうかをチェックすることが、伴走
的コーディネーターの役割である。その上
で、ダメならすぐに「もどし」、「つなぎ直
す」。それが伴走的支援である。

⑦ニーズ（必要）の発見と新たな受け皿の構築
　伴走的コーディネーターは、当事者本人の
ニーズを分析して、総合的で段階的なケアプ
ランを立案する。しかし、その中で既存の社
会的資源では対応できない課題が明らかにな
る。いわば、この「ニーズの発見」により、
新しい社会資源、受け皿の必要性が明示され
る。伴走的支援が新しい社会資源を構築する
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情報提供者となる。
　図 2は、北九州において行ってきた伴走
的支援における社会資源との連携を示してい
る。本人の横にいる「ホームレス支援機構」
は、伴走的支援者としての働きである。伴走
者は周囲の受け皿に当事者をつないでいく。
　一方で受け皿の中にも「支援機構」が存在
するのは、支援機構が独自に行っている「施
設」などの受け皿である。また、さらに周囲
の枠は、「支援機構」が独自に構築した新た
な社会的資源である。

⑧ 地域資源との連帯と地域の活性化
　地域のさまざまな社会的資源の活用を本人
ニーズに即してコーディネートすることによ
って、地域が困窮者の最大の受け皿となる。
多様な地域資源を組み合わせ活用すること
で、地域も活性化する。
　当然、困窮者が地域生活を営む際には「お
金」の流れが伴う。それが地域を活性化させ
る。被支援当事者のみならず、伴走的コーデ

ィネートの存在は、地域にとっても大きな意
義をもつものとなる。

⑨ 伴走型の日常的関係支援による 
危機の早期発見
　伴走的支援の基盤となるのは、日常的な関
係の場面における支援である。本人ニーズに
合わせた受け皿への「つなぎ」のコーディネ
ートを支えるのは、この日常的関係の保持に
ある。
　家庭は、日常的かかわりの中で家族の変化
を敏感に察知した。本人さえ気づかない体調
の変化などを感じ取る。それは日常的かかわ
りの中でこそ発揮される。伴走的支援は、危
機の早期発見に寄与できる。

⑩ 「社会保障制度」から「社会保険制度」への
移行
　「最後のセーフティネット」と呼ばれた生
活保護は、保護受給状態での滞留を引き起こ
した。昨今、国が力を入れている生活保護か
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らの自立支援についても、就職し保護が廃止
された後の支援がないため、再び失業から保
護申請の道を辿ることもしばしばであった。
　継続したケアを一定期間、総合的かつ段階
的に実施することによって、「社会保障（生
活保護等）制度枠」から「社会保険（社会保
険、国民保険）制度枠」への移行を支援す
る。保護の入り口はなるべく広くし、伴走的
支援制度をつくることで、一時期社会保障費
は増額するが、生活保護に留まらないように
次の支援を計画することによって、社会保障
全体のコストは低下すると思われる。

⑪絆支援員（コーディネーター）のプロ化
　絆の制度を支えるのは、専門職能集団であ
る。この「絆支援員」は、プロフェッショナ
ルでなければならない。「新しい公共」が言
われているが、安上がりのボランティア活用
策に終わらないことを祈る。特に PSや絆の
制度化を考える際には、プロのスタッフを前
提とすべきである。重要なのは、その育成シ
ステムである。
　かつて介護保険制度がスタートした際、迅
速かつ一斉に全国一律のサービスを提供する
必要が迫られた。比較的短期間に準備が整え
られ制度がスタートしたことは、大いに評価
されるところである。しかし他方で、早急な
制度立ち上げを可能にするためにヘルパー等
の育成が十分に追い付かず、質より量を優先
させたきらいもあり、結果、ヘルパーの待遇
も安価なものになってしまった。
　今回の PS等、絆支援員を制度化するに当
たっては、待遇面も整えた上で、既存の受け
皿内ですでにコーディネートを行っている有
資格者との連携を可能にするために、真のプ
ロフェッショナル集団と呼べる技量を持った

支援員の育成が必要となる。

⑫雇用の創出
　上記の専門職能集団を形成することによっ
て、当然多くの専門職の雇用を国が確保しな
ければならない。ここに「絆支援員」という
大きな雇用が生まれる。また、これらのコス
トは、一時的には大幅な社会保障費の増額を
来たすが、長期的視座に立つと、被支援者が
継続的支援を受けることによって、社会保障
枠から社会保険枠へと移行できる可能性が高
まる。社会保障コストが相対的に減少するこ
とになる。

⑬存在意義の発見
　「絆が途切れる」ことは、困窮事態に陥っ
た際に助けてくれる人がいなくなるという事
態を意味する。しかし、問題はそれだけでは
ない。人は、他者との「絆」によって自らの
存在意義を見出す。よって、絆の消失は自己
の存在意義の喪失に直結する。自立にとって
「自己有用感」は欠くべからざる要素である。
　絆の支援は、具体的サービスを受けるため
だけの制度ではなく、当事者がこの社会の中
で自らの役割を見出せるようになるという意
義がある。
　図 3が示すのは、ホームレス状態に置か
れた人々が、野宿時と自立後において「社会
的孤立感」がどのように変化するのかを示し
たものである。野宿時代、孤立感を感じる人
が全体の 60％ に達するにもかかわらず、自
立後は 20％ 強に減少した。絆の支援の成功
と言える。
　しかし問題は図 4である。自己有用感に
関する調査では、自立前に自己の有用性を認
識している人は 16％ であったが、自立後に



図 4　自己有用感の変化

図 3　社会的孤立感の変化
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は 10％ を下回った。この調査は、私たち支
援側に大きな衝撃を与えた。社会の側が支援
の姿勢を明確に示すことによって、孤立感は
解消される。にもかかわらず自己有用感は低
下する。現在の厳しい雇用環境では能力を十
分発揮できる職場を確保すること自体が困難
であり、それが影響していることも考えられ
る。しかし、それ以上に、自立後の地域生活

置く現場では、当事者がいわば「一人前にな
る支援」を一点集中型で行ってきた。ここに
「支援―被支援」の関係が固定化された。
　しかし、「人生支援」を念頭に置く持続性
のある伴走的コーディネートの場合、「自己
の存在意義の発見」が課題に加わる。当事者
は「単に助けられる」という受け身の姿勢で
終わらない、「誰かを助ける存在になる」。こ

継続に対する支援の在り方に問
題があったと言わざるを得な
い。確かに手厚い支援がなされ
てきた。孤立感の減少は、まさ
にそのことを示している。だ
が、もしそれが「助けられっぱ
なし」の状態であるならば、人
は自己有用感を低下させる結果
に終わるのだ。
　現在、北九州の支援現場で
は、この課題を乗り越えるため
に、伴走的コーディネートの役
割を「助ける」という部分に留
めず、当事者自らが存在意義を
確認できるための支援をコーデ
ィネートしている。例えば、自
立者による互助組織「なかまの
会」を組織し、自立者同士が相
互に支援し合う仕組みを作っ
た。絆の支援員は、その当事者
事業をコーディネートする。
　また、自立者自身がホームレ
ス支援活動に参加し「助けられ
た者は、助ける者となる」とい
う円環が起こっている。そのこ
とによって、自立生活の継続率
は、現在 94％を超えた。
　従来の「自立支援」に重点を
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こが大変重要なポイントであると言える。

⑭ 伴走的コーディネートが目指すもの　―　絆 A
（公的絆制度）⇒絆 B（地域的絆）⇒絆 C
　現在の菅直人政権は「強い社会保障」を提
唱し、PSの整備を進めようとしている。
　では、社会制度としての「絆」はどのよう
な期間を想定され実施されるのか。もしくは
最終的にどの地点を目指すべきであろうか。
　「絆の制度化」は、「公的部分」と「地域共
助部分」に分けて構想すべきである。このと
き、公的制度の部分は、いわば困窮の急性期
を受け持つ。ホームレス支援の場合、路上⇒
相談⇒自立支援⇒生活保護等社会制度⇒居宅
設置⇒職業訓練⇒就労⇒生活支援と「制度を
またぎ」つつ、支援を続ける。この期間を 5
年と考える。他の分野、例えば若年層の就労
支援などにおいても、国は困窮孤立状態に置
かれた人々に対して最低 5年間の伴走的支援
体制を構築する。
　そこで、公的支援としての「絆」を、仮に
「絆A」と名付ける。「絆A」は、当事者と
直接コンタクトを取りつつ、当事者を地域資
源へとつなげていく。当事者と地域との絆を
太くしていく役割を担う。
　次に、「絆A」によってコーディネートさ
れた地域の資源との関係を「絆B」とする。
公的支援が終了する 5年間に、当事者は自ら
様々な地域資源を自らとの絆として結んでい
く。これを「絆B」としたい。
　ただ、ここで課題となるのは「絆B」の中
身であろう。「絆A」自体は、受け皿ではな
くコーディネートであった。この間に、当事
者は様々な地域の受け皿、人々と出会ってい
く。また、困った時の相談の仕方、いわば
「絆の結びかた」を体得していく。5年後、

公的支援としての「絆A」は退場し、地域
の絆である「絆B」へと引き継がれる。
　さらに問題は、「絆B」が受け皿の集まり
だったということである。「絆B」の中に、
トータルな伴走的コーディネートの役割まで
を担える人はいない。民間型の伴走型支援な
どを含めても、この部分が今後の課題と言え
る。繰り返しになるが、「絆A」が機能する
ことで、当事者が自ら地域資源との関係を築
けるようになることが、何より重要であるこ
とは言うまでもない。
　その上で、障害や依存症などの自立生活困
窮要件を持ち続ける方に関しては、引き続き
トータルな伴走型支援が必要となる。その部
分をカバーできる地域での共助型の伴走支援
としての「絆B」の育成も、公的絆「絆A」
の役割であると言える。
　最終段階の絆として、「絆C」を想定した
い。絆が自己有用感にかかわる基本的事柄で
あるが故に、絆支援の最終段階は、被支援の
当事者が、今度は誰かを支援する側、自らが
誰かの「絆」になることである。これを目指
すべきであると思う。それが「絆C」であ
る。これが絆の制度化の最終目標とも言え
る。まさに「助けられた者は、助ける者にな
る」のだ。

⑮ 社会的リスクマネージメント　 
―　負担の分担と家族支援 
　自己責任論社会は、その人が困窮状況に陥
った責任も、それから脱する責任も、すべて
本人に負わせる。「それはあなたの問題だ。
自分でなんとかしろ」。典型的な自己責任論
の言葉である。
　さらに「自分でできないなら身内が責任を
取れ」という「身内の責任論」もまた、自己
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責任論の延長線上にある事柄だ。自己責任論
の基本的構造は「その人に関する責任を特定
の人に限定して考える」ことである。本人も
しくは身内にすべての責任が負わされた。
　身内と連絡を取ると、「二度と顔を見たく
ない。そっちで処理してくれ」という反応が
返って来ることも珍しくない。路上で亡くな
った方の遺体引き取りに家族が来ないケース
は、半数以上に上る。なぜ、家族の絆はこの
ように崩壊したのか。それは、これまでの日
本社会が自己責任論をベースとした身内の責
任論に支配されていたからだ。困窮状況に陥
った身内に対して、家族がすべてを引き受け
る。特に借金問題などは、家族にとって相当
のリスクを負うケースとなる。社会全体が自
己責任論を前提とする中で、個人が孤立化し
たのみならず、家族は困窮状態の身内を抱え
て、やはり孤立状態で放置されてきた。
　「絆の制度化」は、家族の崩壊によって必
然となった。しかしそれは、「以前の家族に
もどる」ということでは決してない。従来の
家族は、家父長制や女性差別、また地縁など
の束縛の中に置かれていた。1960 年代以降、
多くの若者がそれからの自由を求めて都会へ
と単身飛び出した。
　「絆の制度化」は、「かつての家族を取り戻
すということ」ではなく、家族が家族として
の「絆」を正当に行使するためにも、その家
族が身内の責任という自己責任論によって孤
立しないよう、家族をも支える「社会的絆」
なのだ。
　そのために絆の制度においては、一部の
人々が過重な負担を負うことがないように、
リスクに関するマネージメントを行う。通常
「リスクマネージメント」というと、いかに
してリスクを抑えるかを意味する。しかし、

人が生きていく上でリスクは必ず発生する
し、またリスク覚悟で引き受けてくれる人の
存在が人を生かすことになる。「絆」とは、
リスクを負い合う関係を言う。
　そこで、「社会的リスクマネージメント」
ということが必要となる。それは、人間が困
窮孤立状況から立ち上がるために、多くの
人々がリスクを応分負担する。これを社会契
約の基盤とする。一部の人（家族）が「二度
と顔を見たくなくなる」ほどの負担を負わさ
れるのではなく、より多くの人々が潰れない
程度に負担を負い合う。それが元来の「社
会」に他ならない。「絆の制度化」とは、ま
さにそのような意味で「社会化（社会が社会
であること）」への道程であると言える。

4	 おわりに
　「絆を制度化する」。違和感を覚える人は少
なくない。元来「絆」というものは自然発生
的なものであって、それは制度には馴染まな
いと思われるからだ。しかし、現在の日本社
会は、そのような馴染まない議論を真剣にし
なければならないところまで来ている。
　先日の菅総理大臣の所信表明演説におい
て、PSの必要性に触れられていた。ここで
言われている PSと、私たちが 20 年にわた
り追求してきた「ハウスレスとホームレス」
「絆の制度化」が同一の事柄であるのかはま
だ分からない。しかしいずれにせよ、この方
向に現在の日本社会が取り組むべき課題があ
ることは間違いない。
　今後、PS実現に向けた委員会が立ち上が
ると聞いているが、その委員会の議論の中
で、これまで経験してきた事柄を生かすこと
ができればと願っている。




