
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームレス支援と貧困問題を考えるこうちの会（こうちネットホップ） 
事務局    霜田 博史 高知大学研究室 088－844－8193 

shimoda@cc.kochi-u.ac.jp 

津嘉山 周  tukayama@live.jp 

 編集   佐々木 香波 

こうちネットホップニュース第７号 

◎稲葉剛氏講演（2014年 11月 29日）「ホームレス状態からの脱却を支援して」 

 

路上生活者は一度「労働市場」「公共福祉」「都市空間」から排除されると、再び元の生活に戻ることは難

しい。そのため、さらなる困窮化をうむことになる。最悪の場合は路上死という結果を招くこともある。2007

年に「ネットカフェ難民」という言葉が流行語に選ばれたように貧困問題は若者の間にも広がってきている。

そのような人を救うためのセーフティーネットも十分な機能を果たしていない。路上生活者にとって生活保

護といのは重要な役割を果たすシステムであるにもかかわらず、申請する場合に「住まいの無い人は生活保

護をうけることができない」と虚偽の説明をされたり、「65 歳以上または医師が就労不可と認めた人のみ」

という不当な制限が設けられていたりすることで生活保護を受けるためには大きな壁がある。そのため、精

神疾患や知的障がいなどにより集団生活になじむことのできない路上生活者や一定の収入はあるもののネ

ットカフェや脱法ハウスに暮らす非正規労働者たちはセーフティーネットの穴からこぼれおちていく。その

ような人々に対して、〈もやい〉では社会保障を権利として誰でも受けることができるようにすることや、

空き家・空き部屋などの既存ストックの活用、ハウジングファーストを第一とした困窮者支援を行う。生活

基盤の回復だけではな、つながりと自尊心の回復をめざす。そのため〈もやい〉では入居支援事業や生活相

談にも応じ、そのほか「サロン・ド・カフェこもれび」を開店するなど交流事業にも力をいれている。 

 私は、時々ニュースで路上生活者が襲われたというニュースを聞くことあるぐらいで、高知市で生活をし

ていてもホームレス状態の人を実際に見かけたことは無く都市部だけの話で私には全く関係無いことであ

ると思っていた。しかし、今回の講演で私が見ていないだけで高知市にも路上で生活している人がおり、そ

の人たちを支援している団体の存在について初めて知った。誰でもホームレス状態になりうる可能性があ

り、国の制度だけではそういった人たちを十分に支援することの大切さを知った。 

 

                              高知大学人文学部 2 回生 生月七奈実 
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◎「ホームレス状態からの脱却を支援して」来場者からのご意見・ご感想 

 

１．感想 （大変良かった 9 名 良かった 4 名） 

・支援するにあたって、住居の提供はイメージの中にあったがお墓の提供(葬儀の提供)は初めて知った。ま

たホームレスの方を排除しているのが行政機関や時には福祉機関であると知って悲しくなった。｢ホームレ

ス｣として見てしまうからそのような対応になるのだろうと思う。一人一人の「過去」や｢今｣をみることが

できたらダンボールを回収することはできないし、お湯の使用も禁止できないと思う。今日は多くのことを

考えさせられた。(20 代) 

・東大大学院を中退し路上生活者支援に身を置かれるようになられた。将来経済的に恵まれた生活をすてて

活躍されておられる姿に感動した。(自分ではできない気がする。)(60 代) 

・日本の貧困の問題について大変貴重なお話を聞くことができた。(20 代) 

・日本ではホームレスの概念が、屋根がない状態に矮小化されているということがわかった。日本は貧困の

実態をつかもうとしていないと思う。もっと下から行政を動かしていかないといけないと思った。一般の人

も目が向いていないと思う。葬送支援について関心がある。安心してすみつづけられるまちづくりの中で葬

送支援のしくみをつくられた経験をきいたことがある。今日の話の中で、具体化のイメージができた。学校

で夏休み前に学習ができたことで襲撃が減った実践はすばらしいと思った。きっと一人一人の心に、差別に

対する偏見があり、そのことと向き合えたのではないかと思う。(40 代) 

・私は今回はじめて社会の貧困の全体像を具体的に学んだ。セーフティネットから出口をみつけ人間として

の生活域へ参加できるよう地方自治や政府が細かく施策しなければと学んだ。(今回はこの上に選挙も考えた

い。)親の貧困生活が児童にも重荷となって同じような生活域によどむ、くり返すことになるのではないか？

レジュメが分かりやすい。(ふり返ってみることができる。)(70 代) 

・貧困は様々な要因から成ること、社会的意義など分かりやすく話を聞かせていただきよかった。(50 代) 

・支援が段階で示されていて、何か、どこか、できることがあるように思った。(30 代) 

２．貧困問題に対する意見 

・生活保護への 1 つの壁があり、説明が足りない。生存権保障ではない。(60 代) 

・ホームレスの方が生活保護を受けることで逆に生活が苦しくなったという話を聞いたことがある。どの問

題に対してもそうだが、｢これをすれば上手くいく｣という策がない(人それぞれ)ため、難しいと思う。(20

代) 

・核家族化が進み、他人への思いやりの心がなくなっている。昨年フィリピンの混雑したバスの中で幼い

自分の子ども(3、4 歳の子)2 人を立たせ、日本人の若い女性に席を譲っていた。日本ではありえない光景だ

と感じた。昔の日本の家庭のように隣近所との絆が大切だと思う。教育が大切だと思う。他人への思いやり

のネットワークで孤立死が防げるのではと思う。(60 代) 

・全ての人の、人権が守られる社会を、万人の尊厳が守られる社会を(50 代) 

・何か自分に出来る範囲で、支援していきたいと思う。(20 代) 

・若年層の雇用が減少しているのは大きな問題だと思う。行政の力にも限界があると思うので、民間の団体 

も協力して問題に取り組むことが求められると思う。(20 代) 

・年々広がる格差社会、日本の政治の貧困さに怒りを覚える。NPO の活動で救われているがホントに政治 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を変えないといけないと思う。(60 代) 

・児童には親と同じ領域に住まわせないように見守りと学習の指導に取り組んでいく、地域社会や大学生の

活動を希望すると共に、社会全体の認識を深めたい。(70 代) 

・行政も杓子定規に考えずにもっと民間や志ある方々との支援をしていかねばならないのではと思った。箱

物を新しく作るのではなくあるものを利用すること(再利用、空き家活用)を考えていかねばと思います。ま

た生活保護も本当に必要な方が受けているのかというケースもあり(大型の車に乗っているとか)、ダンナさ

んと別世帯で保護とかきちんとした税金の使われ方をしてもらいたい。(50 代) 

・困った人と支援したい人(物質的、精神的など)をもっと気軽につながる仕組みがほしいと思った。（？代） 

３．こうちネットホップに対する意見 

・この活動を色々な場を活用して、アピールしてほしいと思いました。(50 代) 

・日頃の活動に頭が下がる。私自身いっぱいいっぱいの活動をしていて協力できないのが申し訳ない。(60

代) 

・講演が始まったばかりの時、写真を撮る時、自分のニュース性ばかりで主なる聴講者無視でシャッターを

切る、講師のそばに近づき目障りだ。途中で撮影されるとき後ろから回って前でとるように考えて行動して

ほしい。(70 代) 

・開催ありがとうございます。できることを考えたいと思います。(30 代) 

４．講演会を知ったのは チラシ 2 名 友人知人 1 名 加入組織･職場等 5 名 

新聞等マスコミ 5 名 その他 2 名(大学) (田中先生) 

 

◎生活困窮者支援のネットワークづくり 

２０１４年１０月２６日（日）、高知県立大学の永国寺キャンパスで「生活困窮者支援のネットワークづく

り」のフォーラムが開催された。高知県立大学教授の田中きよむ先生をコーディネーターに中島由美さん（高

知市生活支援相談センター）、森本朋之さん（NPO 法人あまやどり）、青木美紀さん（高知あいあいネット・

フードバンク高知）、岡田悟さん（うろこの会）、浜田正道さん（潮江診療所・サポートスペース）の５人の

パネリストが今後の連携に向けた課題と方向を話し合った。 

今年の４月から、生活困窮者自立支援法が施行される。すでに高知県内ではモデル事業が進められている

地域もあり、生活困窮者支援に関わる各団体の活動状況を情報交換・共有を行った。 

まず中島さんからのお話では生活困窮者の相談支援の現状が報告された。「高知市生活相談支援センター」

に寄せられる相談内容は「収入・生活費のこと」が最も多く生活保護制度に関連する事例が全体の約 32％を 

占めているということだった。その過去の受付事例をいくつか紹介され、その際の対応や連携機関を説明さ

れた。「NPO 法人あまやどり」の森本さんからのお話ではあまやどりの業務概要についての説明があった。

居宅確保が必要な生活困窮者に連帯保証人の確保等支援を行っているということだった。青木さんからのお 

話では「あい(２)めっせ」『いこいの場「あいあい」』の民間シェルターの情報と「フードバンク高知」の説

明があった。「フードバンク高知」では、無償で生活困難で食べ物を必要としている方や福祉施設等に廃棄さ

れ 



 

る食品を提供している。高知県内の児童養護施設や作業所等様々な所へ分配しており、また地域へ日常生活

用品の提供を呼びかけている。「うろこの会」の岡田さんからのお話では多重債務問題で悩み苦しんでいる

人を対象に債務整理やギャンブル依存症等についての相談支援業務を行っており、ギャンブル依存症の人へ

の対応や対象者家族への支援について説明された。浜田さんからのお話では「潮江診療所」における生活困

窮者や無保険の人を対象とした診療業務についての説明をされ、薬代や治療法など対象者の厳しい現状や今

後の生活困窮者への診療課題について触れていた。 

それぞれの団体・機関が個々で活動をするだけでなく、協働することによって互いの良さを引き出した支

援を展開することが大切であるだろう。生活保護から漏れた生活困窮者は制度にあてがわれにくく支援が届

きにくい。そのため今回の生活困窮者自立支援法によって生活困窮者への支援システムの体制づくりがます

ます進められることが望まれる。 

                        高知県立大学社会福祉学部 2 回生 斎藤 玲甫 

                                         佐々木 香波 

 

◎「生活困窮者支援のネットワークづくり」来場者からのご意見・ご感想 

１．感想大変良かった 12 名 良かった 5 名 無記入 1 名 

・高知で実際に活動されている方々の思いや活動内容、事例をうかがうことができる大変貴重な機会をいた

だきありがとうございます。胸に迫ることが多く自分がどう関われるのか考え込みますがボランティアでで

きることを･･･と個人で動かれている方の存在に勇気付けられました。地域でネットワークが構築されて 

生きていける高知になる途上で医療関係者の参加度が低いようで残念です。ホームレス、住居、債務、依存

症、DV、虐待･･･繋がっていると思います(学力、格差、就労の難しさも)。人のつながりでつなぎとめられ

る命があれば私たちはそれをしないといけないしお互いさまだと思うのでそうしたいと思います。(30 代女) 

・高知県内で行われている取り組みについて知らないことばかりだった。施策などわからない点も多くあっ

たが「あいあい」の支援品など自分たちにも出来ることがあると思った。生活困窮者の問題は社会的に後回

しにされやすいものだと思うが諦めず考えることが大切だと思った。新聞をもっと読もうと思う。(10 代女) 

・もう少し質疑の時間があるとなお良いと思いました。(30 代男) 

・いろいろな団体の取り組みを一括で聞けてよかった。(50 代女) 

・制度で助けることができない人(お金がないが生活保護が受けられない、住宅の保証人がいない人など)に

対する取り組みが行政以外で行われていることに驚いたが、このような豊富にある取り組みをしていてもな

お連携機関の問題や就労の課題があり、まだ助けを求めているということを考えると学生という身分関係な

く、できる支援を考えていかなければならないと思った。(20 代女) 

・初めて聞く団体の名前もあり、貴重な活動の内容が聞けてよかった。(30 代男) 

・初めて聞く内容でこんなにたくさんの団体が関わっていることに感動しました。(30 代女) 

・いろいろな団体があることと活動を知った。ありがとうございます。私は教職員組合の活動を体験した(見 



 

てきた)。成長過程であったように思う。･･･(解読不能)突然教師が来なくなった。貧困と言っても、もっと

もっとひどい生活を見てきていると自負している。(60 代男) 

・高知市内で行政と NPO 団体がどのように連携をしているか、という実態が知れてよかった。改善策、こ

れから進めないといけない策が山積していることも良く分かり尽力されている皆様に頭が下がる。(30 代女) 

・困窮者に関する問題は、誰でもそうなる可能性がある問題です。関係者の連携は、法施行に向けて強まっ

ていますが、ただネットワークづくりだけでなく、実動できる体制づくりか更に求められると思います。支

援する立場として、本日の皆さんのお話を心にとどめ、支援、連携を行っていきたいと思います。(40 代男) 

・一人の人が複数の課題を抱えている中で、支援機関における連携は必須だと考えました。(20 代女) 

・大変勉強になった。(60 代男) 

・様々な意見を聞く機会となり大変良かったです。本人が自覚をしていない依存症や、困窮者への支援は時

間が必要であり、支援者のねばり強いかかわりが重要だと思い、実務に役立てたいと感じました。(30 代女) 

・連携は取れている。本当の意味での連携のあり方を、それぞれが考えていくことが必要だと思った。事例

を通じての報告は、とてもわかりやすかった。(30 代女) 

・個々の団体等の熱心できめ細かな支援がよく理解できた。(40 代男) 

・行政関係の方が、このような会に積極的に参加してくれたところがよかった。今後、ネットワークのさら

なる連携と、社会への周知が必要と思われる。民間で頑張っておられる方がいるので公助がもっと必要。行

政の役割を訴える必要がある。精神科(医)の参加が望まれる。(60 代男) 

２．貧困問題に対する意見 

・誰でもそうなりうることであるし、高知の場合、そのつながりで現状厳しいということもありそうですが、

そうなるまでどうすればいいか等知る機会、知る意欲を持ちにくいのかなと思います。(30 代女) 

・民間だからこそできることも多いと思う。貧困問題は生命をおびやかすことに直結する。それぞれの分野

に携わる人のネットワークが要だと思った。(10 代女) 

・個人の問題(自己責任)とされていた貧困問題を国が少しでも取り組む姿勢を見せたのは良い。(50 代女) 

・生活保護世帯の増加、非正規雇用の増加で今後より生活困窮支援のニーズが高まると感じた。(20 代女) 

・高知県の重要課題と感じています。労組役員として地域の貧困の問題に取り組みたい。(30 代男) 

・増大してきている。昭和 30 年代を考えて今の貧困はむつかしい。昔は身の回りにたくさんいたように思

う。(60 代男) 

・子ども、若年層、高齢者など、社会的弱者にしわ寄せが行くという現状を理解しました。地域の力、人の

力の大切さを痛感しました。(30 代女) 

・専門職、関係機関のみが関心を持つのではなく、市民一人ひとりが自分の周りの問題として考えることが

重要だと思いました。(20 代女) 

・行政が悪いのではない。行政のやることには限界がある。やはり市民の力で克服していくべきだと思うし、

行政はそれを充分に支援するようになればよいと思う。(60 代男) 

・貧困は家庭や世帯の問題ではなく、社会の問題であり、誰もが陥る可能性のある課題だと感じています。 



 

それを、地域で暮らす人々が当たり前に理解できる社会づくり、教育等が必要と感じます。(30 代女) 

・制度の勉強をもっと、支援者が集まり行っていくことは必要。(30 代女) 

・一人ひとりの人権を尊重し、粘り強く寄り添うこと。その活動がボランティアだけでなくきちんと専門

職の支援として確立されることが大事。(40 代男) 

３．ネットホップにたいして 

・活動ありがとうございます。(30 代女) ・お疲れ様でした。(30 代男) 

・行政が元となって、民間団体が活躍しやすい場づくりはとても参考になりました。(30 代女) 

・夜回り大変だと思いますが、長く続けられますことをお願いしたいと思います。(30 代女) 

・最近休みがちでしたがまた再び参加したいと思います。街中以外のホームレス、千松公園など、気にな

りました。(30 代男) 

・がんばってください！(40 代男) 

４．企画を知ったのは チラシ 5 名 友人知人 2 名 加入組織･職場等 5 名 

新聞等マスコミ 2 名 その他 2 名(学校、ネット) 

 

◎2014年度夜回り活動記録 

 

   

訪問日 参加数 対話・確認数等
1月16日(木) 10 ・はりまや橋地下道 １人・パチンコ店休憩所１人
2月20日(木) 11 ・はりまや橋地下道 １人・パチンコ店休憩所１人

・南奉公人公園１人

3月20日(木) 11
・城西公園で1人・地下道1人(イヤホンを耳に付けクロスワード
をしていた男性、2月と同一人物)

4月17日（木） 15 ・帯屋町商店街（交番向かい側）１人
・中央公園１人　・１人

4月29日（火） 2 昼回り：千松公園４人
5月15日（木） 9 ・はりまや橋上の東屋１人

・はりまや橋地下道 １人（香美市民）

5月27日（火） 2
・千松公園７人(森本、米沢、川上、桜井、藤原、黒咲、車中泊1
人)
・はりまや橋上の東屋１人・パチンコ店休憩所２人
・帯屋町商店街（交番向かい側）１人・自転車組２人

7月17日（木） 台風接近のため中止
・帯屋町商店街(交番向かい側)1人-はりまや橋上の東屋2人-
パチンコ店休憩所1人
・帯屋町公園２人（大石さん=本山出身）・駅バスターミナル３人
(男１、女２)
駅バスターミナル1人、帯屋町商店街(交番向かい側)1人・はり
まや橋上の東屋2人
・パチンコ店休憩所1人　
・はりまや橋上の東屋１人・はりまや橋地下道 １人
・パチンコ店休憩所１人・月ノ瀬橋１人・高知駅北１人

11月20日（木） 11
・はりまや橋地下道（森下）・駅バスターミナル１人(女)・帯屋町
公園１人

12月18日（木） 10 ・駅バスターミナル１人(女)・小川町公園１人
・はりまや橋地下道 ２人（森下さん＋１人）

12月31日（水） 1 ・はりまや橋バスターミナル1人(ターミナル職員から連絡あり
124 延５５人

89月25日（木）

10月16日（木） 14

13

98月28日（木）

6月19日（木）


