
認定認定 特定非営利活動法人特定非営利活動法人

北九州ホームレス支援機構北九州ホームレス支援機構

活動開始活動開始19881988年～年～
正会員正会員 １００名１００名 職員職員5555名名

賛助会員賛助会員 ６６0000名名



北九州ホームレス支援機構の北九州ホームレス支援機構の
ミッション（使命）ミッション（使命）

・・ ひとりの路上死も出さないひとりの路上死も出さない

・・ ひとりでも多く、一日でも早く、路上からの脱出をひとりでも多く、一日でも早く、路上からの脱出を

・・ ホームレスを生まない社会を創造するホームレスを生まない社会を創造する



最高人数
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‘０４ 自立支援センター開所

北九州のホームレス人数の推移北九州のホームレス人数の推移

08 09



北九州での自立の実績北九州での自立の実績
20102010年年33月末月末

これまで自立をした人これまで自立をした人 約約99７５７５人人

自立率自立率 ９３％９３％
自立後、継続して生活している人自立後、継続して生活している人

９３．９％９３．９％



路上生活者⇒路上生活者⇒22つの困窮つの困窮

・住居がない・住居がない

・食べる物がない・食べる物がない

・着る物がない・着る物がない

・病院にいけない・病院にいけない

・家族がいない・家族がいない

・心配してくれる人がいない・心配してくれる人がいない

・心配する相手がいない・心配する相手がいない

・覚えてくれる人がいない・覚えてくれる人がいない

ハウスレスハウスレス

（物理的困窮）（物理的困窮）

ホームレスホームレス

（関係性の困窮）（関係性の困窮）

22つの困窮つの困窮に同時的に取り組むに同時的に取り組む



・ホームレス支援・・・・・・ホームレス支援・・・・・だれがだれが必要か。必要か。

（絆の回復、人とのつながり）（絆の回復、人とのつながり）

((伴走的コーディネーター伴走的コーディネーター))

支援の両輪支援の両輪

・ハウスレス支援・・・・・・ハウスレス支援・・・・・なにがなにが必要か。必要か。

（衣・食・住・医療（衣・食・住・医療 等）等）



支援のコンセプト支援のコンセプト

・・人生の支援人生の支援（自立支援を含む）（自立支援を含む）

→自立だけでなく、出会いから生活、看取り・追悼まで→自立だけでなく、出会いから生活、看取り・追悼まで

・・持続性のある伴走的コーディネート持続性のある伴走的コーディネート

→家族的関わり・社会資源との連携→家族的関わり・社会資源との連携



トータルサポート 「出会い」から「看取り」まで
四つの働き（人生支援）

相
談

自
立
支
援

自
立
後
支
援

炊
き
出
し

「炊き出し」から「自立後の生活支援」まで１つの団体（同じ顔）が実施

信頼関係の構築・情報の共有

巡回相談 自立支援センター

自立支援住宅

自立生活
サポート
センター

NPO／ボランティア／センター職員



新しい社会的セーフティーネット新しい社会的セーフティーネット
従来 ⇒雇用保険（ハローワーク）

⇒生活保護（最後のセーフティーネット）

最近の議論⇒第二のセーフティーネット

⇒就職安定資金融資 ⇒住宅扶助

⇒総合支援資金貸付 ⇒臨時特例つなぎ資金貸付

⇒訓練生活支援給付 ⇒就職活動困難者支援事業

⇒長期失業者支援事業

※しかし、すべて受け皿

⇒本当に活用できるのか？



第一・第二のセーフティーネット

⇒これらの受け皿をいかにして活用できるか

持続性のある伴走的コーディネート
困窮者の沈黙⇒申請主義の超克

従来「つなぐ」と言われた福祉の実態

⇒「投げ渡し」に過ぎないのでは

従来の家族の役割（伴走的コーディネート）

⇒つなぎ・もどし・次へつなぐの連続性

※受け皿チェック 段階的支援

しかし・・・・・・家族的枠組みの崩壊の時代



受け皿（社会的地域資源）

絆の制度化絆の制度化

持続性のある伴走的コーディネーター

本 人

病院

福祉ﾊﾛｰﾜｰｸ

etc

つ
な
ぎ

も
ど
し

介護

地域

施設Ａ

施設Ｂ



困窮概念の見直し困窮概念の見直し
従来の困窮概念

①経済的困窮

②身体的困窮

さらに、第三の困窮

③関係的困窮

困窮概念を捉え直す時期が来ている

この三つの困窮概念に対応する社会システ
ムの構築



家庭とは何であったか？家庭とは何であったか？

家庭が持つ二つの機能
①受け皿的機能

住居、食事、睡眠、看護、教育、服飾・・・
②持続性のある伴走的コーディネート機能

家族の成員のニーズに応じた社会的資源と
の連携をコーディネート

◎例えば、子どもが病気になったとき・・・
病院に「つなぐ」、元気になれば「もどす」
学校に「つなぐ」・・・



しかし、家庭が崩壊したしかし、家庭が崩壊した

受け皿機能 ⇒ 既存の社会的資源の活用
例えば、介護事業等

しかし、コーディネート機能は欠落したままである
⇒ この部分を社会的にいかにして保証するか



「持続性のある伴走的ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ」とは「持続性のある伴走的ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ」とは
１３のポイント１３のポイント

①受け皿とコーディネートの分離

②「つなぎ」と「もどし」の連続

③「制度またぎ」のコーディネートの実施

④制度内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄの限界を超えることができる

従来のつないで終わり（投げ渡し）とは異なるものである

従来福祉の場合
受け皿内コーディネート → 結果、投げ渡し
受け皿内コーディネートは受け皿に都合のよいコーディネート
を行う危険性が伴う → 例）水際作戦、退院促進



⑤「自立支援」から「人生支援」へ
総合的かつ段階的プランを構築できる
例えば、相談→病院→福祉→居宅設置→手帳取得→ハローワー

ク→就労訓練→就労→地域資源・・・

⑥ニーズ（必要）の発見と受け皿構築

１）本人のニーズが既存の社会的資源で対応で
きない場合 →新しい社会資源を構築する

２）本人も気づいていない本人ニーズの発見



⑦受け皿のチェック機能
「つなぎ」だけでなく「もどし」も行えるため、ふさ

わしくない受け皿からほかの受け皿へとつなぎな
おしを行うことができる
→悪質な受け皿の淘汰

⑧地域資源との連携
地域のさまざまな社会的資源とコーディネートを

行う。地域資源活用により、地域が活性化する
（経済的効果）



⑨危機の早期発見
持続性のある関わりを持つことによって、本人の

変化を敏感に感じることができる。結果、危機的状
況を早期に発見することができる

⑩「社会保障制度」から「社会保険制度」への移行
コーディネートを行うことにより、「保障（生活保護

等）」から就労等による「保険（社会保険、国民保険）

へと移行する
→長期的には、社会保障費のコストパフォーマン

ス期待



⑪絆支援員（コーディネーター）のプロ化
コーディネート事業を社会的に認知する
コーディネート支援員に対する社会的評価（コー

ディネート対価の保障）

⑫雇用の創出
絆の専門職を配置することで雇用を確保する。

⑬存在意義の発見
関係性の喪失⇒存在意義の見失い。自己有用

感低下。絆は、支援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役割を見出すこと
を目的とする。



社会的孤立感の変化
「周りにたくさん人はいるが、いざとなったら頼れる人はい
ない。みんな結局は一人ぼっちだ」意識

孤独感自立前６２％⇒自立後２３％へ
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退所者

全くそうだと思う まあそうだと思う あまりそうは思わない 全くそうは思わない 不明・無回答

社会的孤立感は大きく減少
（北九州市立大学 稲月正教授調査） 20



伴走的トータルコーディネート伴走的トータルコーディネート

・本人と社会的資源との連携・本人と社会的資源との連携

・社会にない働きは、新たに創りだす・社会にない働きは、新たに創りだす
自立者を支えるネットワーク

（ピンクはＮＰＯが作ったシステム）

北九州ホームレス
支援機構

ケース
ワーカー

介護保険事業者

ボランティア

家族

社会福祉協議会
町内会

民生委員

病院

地域包括支援センター

本人
北九州

ホームレス
支援機構

法律家の会地場企業との協働

犯罪被害ホームレス
支援基金

保証人バンク

市民協議会

自立生活サポートセンター

友人
自立支援貸付金制度

不動産業者の会

医療分科会

ホームレス全国支援
ネットワーク

無料職業紹介


