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東アジアの脱ホームレス支援と生活保護の役割の

違い

　ホームレス支援は1990年代後半に、東京や大阪

で形ができ、2002年のホームレスの自立の支援等

に関する特別措置法で、特に大都市において、路

上生活者／野宿生活者に対する新しいセーフティ

ネットが初めて導入された。生活保護とホームレ

ス支援のダブルスタンダードの支援が、特に東

京、大阪、名古屋、横浜などで見られ始めた。

　当時、世界でもまれにみる、就労する野宿生活

者が大量に、これまた世界にまれにみる形で公園

や公共の用地にブルーテントが数多く出現した。

空き住宅などのスクォッティングではなく、公の

空間のスクォッティングという居住スタイルが特

に公園を席巻したといえる。ホームレス支援法と

生活保護のダブルスタンダードは、こうしたスク

ォッティングの人々に、地域の普通住宅での居住

機会を大いに増やし、公園のテントは激減したの

である。

　表１は、筆者がここ10年ほど調査地としている

ソウル、香港、台北のホームレス状況の推移を、

東京、大阪を加えて比較したものである。路上生

活者が圧倒的に、そして急激に1990年代後半から

2000年にかけて見られたことは、大阪や東京で一

目瞭然となっている。一方で、ソウル、香港、台

北の路上生活者はそう多くはなかった。

　ここでホームレスの定義であるが、ソウルのみ

は（韓国全体）ホームレス自立支援に関わる中間

施設入所者もホームレスと数える欧米式を取って

いるので、表１のホームレス数の推移は、ソウル

のみは、路上生活者数は内数となる。しかしその

他の都市は、路上生活の人のみが、公式のホーム

レス数として発表される。施策の予算ベースは対

象者の数から積み上げられるわけであり、どちら
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【表１】東アジア諸都市のホームレス状況

ホームレスの人々
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ソウル 2,000 3,725 3,532 3,383 2,945 2,830 2,820 3,203 3,173 3,089 2,926 3,088 公式発表数
ソウル（路上のみ） 2,000 322 359 389 411 484 627 686 584 587 552 625 
香港（路上のみ） 1,023 1,019 726 783 819 1,150 785 529 463 335 358 421 公式発表数
台北（路上のみ） 430 267 245 260 335 531 公式発表数
東京（路上のみ） 3,519 3,682 4,295 5,798 5,677 5,613 5,585 5,927 5,497 4,263 3,670 4,213 3,426 3,106 2,786 公式発表数
大阪（路上のみ） 8,660 6,603 4,069 3,647 3,724 2,860 公式発表数
大阪（市有地） 374 704 2,740 3,654 3,816 2,914 2,652 2,244 1,978 1,577 1,225 927 846 624 508 

ホームレス支援施設にいる人々
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ソウル 3,403 3,173 2,994 2,534 2,346 2,193 2,517 2,589 2,502 2,374 2,463 利用者
香港 490 1,265 1,150 定員
台北 84 84 84 119 119 107 107 107 107 137 137 137 167 167 定員
東京 0 0 0 0 156 536 736 736 918 1,018 796 780 780 768 696 定員
大阪 20 20 20 140 670 954 1,274 1,024 1,024 834 1,034 844 734 734 734 定員

注　 東京の場合は、地域生活移行支援事業での提供アパートを含んでいる、大阪の場合は、ケアセンターや１泊シェルター、公園シ
ェルターも含まれる。

　　 2009年の厚労省調査による、民間セクターのホームレス自立支援関連の施設に関して、東京では3,547、大阪では1,436という数
字が上がっている。
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がより現実に即しているかとなると、欧米式を取

るソウルに軍配を上げることになろう。

　表１の下欄では、公的セクターが管轄するホー

ムレス自立支援施設関連の利用者や定員の推移を

あらわすが、表１とは大きく傾向の異なる特徴が

見て取れることになる。一般にこうした施設を、

脱ホームレスのための入所者の一時通過の機能を

果たすものとして中間施設とよぶが、欧米と同じ

ホームレス定義を有するソウルで際だって利用者

が多く、その次に香港であり、東京、大阪はそれ

ほど多くのキャパシティを有しているわけではな

い。しかも近年になり、はじめてこうした中間施

設の整備が進んだことになる。

　この特徴は重要なことを意味する。少なくとも

ホームレス支援において、ソウルや香港では相対

的に、中間施設に依拠した施策が打たれ、東京、

大阪では、それほど依拠したわけではなかった。

この違いは、それぞれの国、地域における生活保

護額の違いが大きく反映している。ソウルや香港

の生活保護支給額は、単身者において日本の３分

の１から４分の１であり、物価のことを考慮して

も、ソウルや香港では生活保護のみでの地域での

賃貸住宅市場の利用は、中間施設か就労を組み合

わさない限り大変困難となっている。ところが日

本の場合には、基本的には、生活保護の住居扶助

費で地域の賃貸住宅市場に参入可能であり、さら

に生活扶助費で生活継続は可能となる額となって

いる。

　公的セクターの中間施設の数の少なさを代替し

たのは、東京を中心とする首都圏では、生活保護

を利用した無料低額宿泊所が、公的セクターの代

替をすることになる。この数は、表１にもあるよ

うに、公的セクターを大きく超える供給数であ

り、2002年より東京都が、自前の自立支援センタ

ーのみならず、こうした宿泊所を、生活保護を利

用しての中間施設として使うことを宣言する。そ

れまでほとんど活用されることのなかった社会福

祉法管轄の第２種社会福祉施設が、東京をはじめ

とする首都圏で、生活保護を使うことを前提にリ

バイバルしたのである。

　一方大阪では、もともと日雇労働者用の生活保

護施設が、あいりん体制のもとに整備されていた

が、この脱ホームレスにあたっては、首都圏とは

異なり、生活保護をつかった地域の普通住宅での

生活の選択が、敷金扶助の導入などにより、一挙

に具体化していった。従来の施設保護ではない居

宅保護という形で、首都圏は宿泊所を、大阪では

一般住宅を活用する方式で、脱ホームレスがはか

られたのである。ソウルや香港に比べ、生活保護

が脱ホームレスの大きな切り札として働いたので

ある。

　一般に脱ホームレス支援の欧米型は、中間施

設、いわゆる代表的にはいわゆるシェルターを利

用しながらの施設でのサービス提供が中心になる

とともに、こうした施設を地域での居住も介しな

がら往還するか、施設の長期利用が続くか、とい

うパターンが一般的である。その効果の良し悪し

は今回は触れないとして、日本の場合、比較的高

額な生活保護を利用して地域での居住に流してい

くという特徴を有するが、支援の型としては類例

を世界中で見ることができない。となると、どの

ようにこの流れを世界的に意味づけるか？　それ

は、生活保護を生かした地域でのセーフティネッ

トの構築の可能性、それを支える社会ビジネス育

成の可能性を明確にするところにあろう。残念な

がら日本ではこの分野での社会ビジネスには、貧

困ビジネスであるとのラベリングが先行し、その

意義や到達点が伝えられていない状況にある。

施設保護、居宅保護から地域でのセーフティネッ

トの構築へ

　脱ホームレス支援で生活保護が活用されたの

は、2000年以降のことである。前例主義の強い日

本の内政にあって、中間施設の運営や単身生活困

窮者の地域の普通住宅での居住継続も、政策に裏

付けられた支援メニューとしては、当時全く用意

されていなかった。メニューのアウトプットが前

例として存在しないために、こうした中間施設や

生活保護の活用について、効果のよく見えないホ

ームレス支援に金が投下され、そして多額な税金

が脱ホームレスのために生活保護として使われて

いるという論調がいまだに根強い。そしてそれが
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貧困ビジネス論にもつながっている。さまざまな

メカニズムやセーフティネットのありかたについ

て、骨太な理解が社会にほとんどないために、こ

うした表層的とも思える議論が横行している。

　表２は、2006年における、ホームレス状態の人

に措置された生活保護の件数と開始場所と廃止事

由を示している。2007年に全国で、1.8万人強の

路上生活者が確認されていた中、生活保護は実に

３万件以上、ホームレス状態の人に措置されてい

た。開始場所では、医療機関が38%と最も多く、

その次に宿泊所の24%、そして社会福祉施設の

16%、これはほとんどがホームレス自立支援セン

ターにおける医療単給のケースであり、生活保護

施設入所の事例は少ない。もちろん自立支援セン

ターのそのものの運営経費は、半分はホームレス

自立支援法による国費の負担で賄われているの

で、生活保護費は使われていない。一般住宅への

措置は８%となっている。

　一方廃止の事由について、病気治癒での廃止が

34%である。大部分は、急迫保護として医療扶助

の単給とそれの退院による廃止というのがルート

となっていよう。鈴木亘によれば、全国ベースの

数値は公表されていないが、東京都において医療

扶助の入院医療費における44％もの割合を73条ケ

ース、居住地がないか又は明らかでない生活保護

受給事例が占め、逆に、73条ケースの人々が受け

ている生活保護費の内訳をみると、その73.6％が

医療扶助費という異常な状況にある（鈴木亘

（2006）「医療扶助の適正化と改革のあり方に関す

る一試論」季刊shelter-less、30号、pp.125-137）。

この場合、病気治癒による退院で、一般住宅に居

宅保護で移行する事例もかなりにのぼると予想さ

れる。失踪のケースは40%と、実に高い値となっ

ている。いい意味での生活保護の脱却は、就労や

就労以外の収入増による廃止の８％となってい

る。しかしながら廃止件数は措置件数の６割とな

っているので、残る４割の部分は生活保護の継続

であり、医療機関での継続、宿泊所での長期利用

や居宅保護への移行、居宅生活の継続であり、自

立支援センターや一部の宿泊所では、退所者で生

活保護を利用しない就労自立が見られるという流

れが描け、生活保護が切り札になっていることが

よく見て取れよう。

　日本のセーフティネットは、雇用保険、健康保

険を代表とする年金制度、保険制度を一方にし

て、もう一方の老人福祉、児童福祉、障害福祉と

いずれも潤沢な予算と右肩上がりの経済に支えら

れて、施設内サービスを中心に展開していったと

いえる。福祉の３法に依拠しない広範な生活困窮

者については、生活保護法がキャッチする仕組み

であったはずである。それを検証するために、施

設利用をかまさないとなかなかその後の生活が難

しい単身生活困窮者にとっての生活保護に基づく

セーフティネットの概要を、表３にまとめてみ

た。

　代表的な施設は救護施設および更生施設の生活

保護施設であり、最後のセーフティネットと言わ

れるとともに、現実は多くは障害をもった、行き

場のない人々の入所施設となっている。出入があ

まりないために、入退所の回転が悪く、障害を表

【表 2】ホームレス状態の人に措置された生活保護の実態 2006年厚労省調査

ホームレス概数
03年調査 07年調査

25,296 18,564

開始場所総計 無料低額宿泊所
（無定）

無低以外の社会
福祉施設 簡易宿所 一般住宅 医療機関 その他

30,298 7,162 4,713 1,198 2,390 11,467 3,368

100% 24% 16% 4% 8% 38% 11%

廃止件数合計 病気治療 死亡 失踪 就労による収入
増加

就労以外による
収入増加 その他

18,632 6,415 947 7,527 1,360 266 2,117

100% 34% 5% 40% 7% 1% 11%
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面的にもたない生活困窮者にはなかなか使えない

施設であった（水内（2010）「居住保障とホーム

レス支援から見た生活保護施設」都市問題101～

７、pp51～63）。2000年前後のホームレス状況の

出現は、広い意味での生活困窮者の出現であった

わけであり、この局面において、利用のための敷

居の低い回転の速い施設としてのホームレス自立

支援センターが初めて登場し、それだけではとう

ていまかない切れない、あるいは間尺に合わない

場合には、無料低額宿泊所や低廉狭小のアパー

ト、簡易宿所転換アパートなどの居住を前提とし

た、居宅保護の流れが生み出されたのである。

　注意しておかねばならないのは、各施設の利用

定数の量感と必要経費の大きな相違である。もっ

とも経費のかかる医療施設については社会的入院

ともかかわる行路病院とのかかわりも深いが、こ

こではこれ以上は触れない。生活保護施設につい

ては、とくに全国に分布する救護施設は所要経費

が高いが、大阪市をのぞいて回転は悪く、ほとん

どホームレス支援には使えない状況がある。結局

居宅保護のはるかに低廉な住居扶助を前提とし

た、宿泊所や、支援付きアパートがその代わりを

果たしたこと。その内訳は表４のように、届け出

の必要な宿泊所以外は、介護、高専賃、ホームレ

ス、アルコール、薬物、と単身の生活困窮者の利

用が目立つ住宅が受け皿となっている。

【表 3】セーフティーネット社会資源における社会コストの概算及びサービス比較　 ※

施設名 無料低額宿泊所 ホームレス自
立支援施設 救護施設 更生施設

簡易宿所
（元簡宿の転
換アパート）

アパート
（届出不要施
設）

派遣村
（H21年） （医療施設） （矯正施設）

施設数及び定員 施設数：439施設
定員：14,089人（注1）

施設数：25施
設
定員：1,400
人くらい

施設数：188
施設
定員：
17,000人

（注2）

施設数：20
施設
定員：1,744
人（注3）

―2万室くら
い

―2009年厚
労省調査で
12,587室

562人（注4） 

受入先がない
満期退所者が
7,200人
2006年

関係法 
社会福祉法 
第2種社会福
祉施設

社会福祉法 
第2種社会福
祉施設

ホームレス自
立支援法／第
2種社会福祉
施設

生活保護法
保護施設

（第1種社福
施設）

生活保護法
保護施設

（第1種社福
施設）

旅館業法 不動産関連
法 医療法

刑事収容施設
及び被収容者
等の処遇に関
する法律

各
事
業
の
収
入
及
び
利
用
コ
ス
ト

住宅費 53,700円 24,300円 ― ―
住宅扶助費

（42,000円～
69,800円）

住宅扶助費
（40,000円～
53,700円） 

―

食費 
（朝・夕）
29,000円

（注6）

（朝･昼・夕）
64,240円

（朝･昼・夕）
68,050円 自己負担 自己負担 ―

光熱水費・
日用品費・
支援費等

20,500円（注6） 自己負担 自己負担 ―

措置費等
（事務費・事
業費）

― ― 236,800円 167,900円 ― ― ―

総額（一人
当たり） 103,200円 73,800円 123,000円く

らい 301,040円 235,950円
住宅扶助費

（42,000円～
69,800円） 

住宅扶助費
（40,000円～
53,700円） 

457,000円
（注4） 

400,000円く
らいか（精
神科関連）

300,000円く
らいか

その他金額
等 ― ― ― ― ― ―

敷金、礼金、
保証金及び
更新料

―

１人当たり最低
居室面積 4.95㎡以上 

3.3㎡以上※
目標基準値は
4.95㎡以上 

3.3㎡以上 3.3㎡以上 3.3㎡以上 約3畳
（4.86㎡） ― 3.3㎡以上

注１：宿泊所の施設数と定員数はH21年6月現在（厚生労働省）
注２：救護施設の施設数と定員数はH21年4月現在（厚生労働省）
注３：更生施設の施設数と定員数はH.20年度現在（厚生労働省）
注４：派遣村は、1ヶ月コスト単価で計算。登録者数562名、予算総額1.8億円を条件に算出（朝日新聞）
注５： 居室環境は、比較しやすいよう更生・救護施設の条件（4人部屋）に合わせて算出。宿泊所は、3人部屋でも住宅扶助費は24,300円。
注６：宿泊所の各金額（食費・光熱水費・日用品・支援費等）は、ＮＰＯ法人エスエスエスの実際の施設利用料

※全て東京都の生活保護基準（単身世帯）に合わせて算出　1級地 ‐ 1：生活扶助79,530円、住宅扶助53,700円
※ この表は、小川卓也（2010）「無料低額宿泊所の現実―宿泊所利用実態」都市問題2010年7月号所収の表5を筆者が加筆（加筆分は斜体字）した

ものである。関係法において、建築基準法、消防法、保健衛生法、その他施設設置に伴う法の比較は除く。
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　残念ながら、こうした居住資源を供給するモラ

ルの低い業者が一部にみられる。生活保護からし

か対価を生み出すことのできないこうしたサービ

ス供給に関して、すべてが貧困ビジネスのように

見られる残念な状況が起きている。状況を正確に

表現すれば、アパート居住を前提にする生活保護

費の利用だけで、これだけの住宅提供と支援サー

ビスを生み出してきたＮＰＯやさまざまな団体の

工夫と努力があって、多くの生活困窮者が、地域

での生活を継続できてきたという事実の重みであ

る。ホームレス支援から、社会的困窮者支援への

拡がりが見られる今、この現場は豊饒な社会ビジ

ネスの実験地でもある。こうした生活保護の地域

での還流から、修復型の低質住宅の改善もみら

れ、支援の人材も育つことが地域づくりにもつな

がる新しい街の再生が芽生え始めたのである（水

内俊雄（2010）「ホームレス支援による居住福祉

の試みとインナシティ再生」、貧困と社会４号、

pp.9～13）。

【表 4】届け出の必要のない支援付き住宅の主要なサービス 2006年厚労省調査より

要介護 高専賃 ホームレス アルコール 薬物 その他 全体

施設数 2,548 1,049 531 142 157 1,393 5,820

％値 44% 18% 9% 2% 3% 24% 100%


