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第４期 横浜市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画素案に係る市民意見及び本市の考え方について 

 

【対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、計画に反映するもの 

Ｂ：御意見の趣旨が既に計画に含まれているもの（既に実施済、賛同意見等含む） 

Ｃ：今後の取組や検討の参考とさせていただくもの 

Ｄ：その他 

 

 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

１ 
取組方針に
関すること 

就労可能なホームレスの自立支援に
あたっては、就労の状況や心身の状況
等、個々の事情に考慮することに加え、
やりたい仕事は個々人で異なることか
ら「本人の意向」という文言も加えた方
がよい。 

Ａ 

生活困窮者に対する自立の支援は、
生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ
個々の状況に応じて包括的かつ早期的
に行うことが重要であるとされていま
す。この尊厳の確保にあたり、「本人の
意向」は自立を支援する上での重要な
要素であるため、素案に文言を加えま
す。 

２ 
取組方針に
関すること 

 
 
実態調査の結果では、横浜市の野宿

生活者で 50 歳未満の方は 11.1％しか
存在していない。そのため、就労による
経済的自立は困難な方が多数を占めて
いると考えられる。支援対象者の属性
に合わせ、就労支援に偏らないきめ細
かな支援が必要である。 
 また、取組方針の中には「個々の状況
に応じたきめ細かな支援」の項目があ
るが、野宿生活という状況下で生き抜
いている方という視点が弱く、野宿生
活者を権利の主体として考える施策が
ないため、併せて考える必要がある。 
 
 

Ｂ 

国の「ホームレスの自立の支援等に
関する基本方針」では、「ホームレス自
立支援施策は、自らの意思で安定した
生活を営めるように支援することが基
本であり、このためには、就業の機会
の確保が最も重要である」とされてい
ます。 
 本市においても、就業機会の確保を
はじめとする就労に向けた支援を基本
としつつ、個別の状況に応じた自立の
支援を推進します。 
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 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

３ 
取組方針に
関すること 

P.43 において、「自立支援施設におけ
る支援の結果」となっているが、野宿生
活者は自立した存在であるからこそ、
長期に野宿という過酷な状態を生き抜
くことができている。全国調査の「路上
生活期間」の結果からも、7 割以上の方
は 1 年以上野宿生活で生活を維持でき
ていることが確認できる。 
 路上生活者が居宅での生活を希望し
た場合に即居宅生活が可能となるよう
な支援策を策定する必要がある。また、
施設入所を希望しない人への支援策を
拡充する必要がある。 

Ｃ 

本市では、生活困窮者自立支援制度
における一時生活支援事業の実施によ
り、緊急一時的な宿泊場所の供与や食
事の提供、日用品の支給等を実施して
います。施設入所を希望しない方への
支援については、各福祉保健センター
において個別の相談を実施していま
す。 

４ 
取組方針に
関すること 

ホームレス一人ひとりが抱えている
背景や課題は多様である。計画の推進
により、横浜市の関係部署や横浜市以
外の関係機関がそれぞれ当事者意識を
持ち、ホームレスの方への支援に繋が
るような連携ができることを願ってい
る。 

Ｃ 

素案では、「個々の状況に応じたきめ
細かな支援」を取組方針の一つとし、
一人ひとりに寄り添った自立支援を推
進してまいります。 
 横浜市の関係部署及び横浜市以外の
関係機関がそれぞれ当事者意識を持
ち、ホームレスの方への必要な支援が
進められるよう、より一層連携を深め
てまいります。 

５ 
取組方針に
関すること 

 
 
関内周辺では定着したホームレスの

方たちをよく見かける。 
 ホームレスの方に対する支援につい
ては、単に生活保護に繋げて終了では
なく、再び路上生活に戻ることのない
よう継続した支援が必要である。画一
的な支援ではなく、一人ひとりに寄り
添い、本人が生きがいや尊厳を持って
生活が送れるように支援していくこと
が重要であると考える。 

 
 

Ｂ 

素案では「個々の状況に応じたきめ
細かな支援」「再び路上生活となること
を防止する支援」を取組方針として位
置付けています。 
 一人ひとりの状況に応じた切れ目な
い継続的な支援を推進してまいりま
す。 
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 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

６ 
取組方針に
関すること 

実態調査の結果では自立支援施設の
利用経験がある人は 26.1％、生活保護
の利用がある人は 27.3％いることが明
らかとなり、多くの方が脱野宿後に再
度野宿生活に至っていることが分か
る。 
 居場所事業の充実や野宿状態から関
わりのある支援団体の活用などによ
り、野宿したくない人を野宿させない
支援施策の充実を求める。 

Ｂ 

素案では、ホームレス自立支援施策
の推進にあたっての本市の基本的な考
え方に、新たに「再路上化の防止」を
加えています。 
 また、「再び路上生活となることを防
止する支援」及び「安定した居住場所
確保の支援」を取組方針に位置付け、
各支援施策の推進を図ってまいりま
す。 

７ 
取組方針に
関すること 

野宿生活者への襲撃や排除は毎年確
認されており、人権に配慮した施策の
重要性はより増している。市民の理解
と協力を得るためにも、野宿生活者を
理解するための人権研修を学校や地域
で行うことが重要である。 

Ｂ 

本市では、路上生活者への襲撃や排
除事件等、問題の重大性を認識した上
で、取り組むべき人権問題の一つとし
てホームレスに係る問題を「横浜市人
権施策基本指針」に位置付けていま
す。 
 学校においても生命の尊重や人権尊
重の精神を基盤とする教育の徹底を図
り、福祉教育や道徳教育などをはじめ
とする全教育活動の中で取組を行って
います。 
引続き、市民の皆様のご理解とご協力
をいただきながら、人権擁護について
の取組を推進します。 

８ 
取組方針に
関すること 

路上生活という生活形態が「ライフ
スタイルの一つである」という視点が
欠如していると感じる。公園や公共施
設にホームレスが宿泊することにも寛
容になるべきである。 

Ｄ 

 
 
素案では、路上生活に至る要因につ

いて、失業や疾病等誰しもが起こり得
る予期せぬ理由が多いことを明記して
います。ホームレスへの偏見をもとと
した襲撃行為や嫌がらせが起こらない
よう、人権擁護を取組方針の一つに位
置付け取組を推進してまいります。 
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 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

９ 
取組方針に
関すること 

道路や公園、公共施設等で寝泊まり
をしているホームレスに対し、福祉分
野のみのアプローチではその方の支援
や解決には至らないと思う。 
ホームレスを強制的に移動させるよ

うなことがないよう、施設管理者には
人権に配慮した対応をしてほしい。 

Ｂ 

路上生活からの脱却にあたっては、
福祉分野のみならず施設管理者等をは
じめとした関係機関との連携が不可欠
と考えます。 
 取組方針では、当事者の人権を尊重
しながら、その方のホームレス状態か
らの脱却に向けた支援を推進していく
ことを明記しています。 

10 
取組方針に
関すること 

横浜市は 2019 年のラグビーW 杯、
2020 年の東京五輪の競技会場となって
いる。これまで世界大会を開催した地
域ではホームレスの排除が進んだ地域
が少なくないが、会場周辺の野宿者に
対しどのような対応をしていくのか。 
また、その対応について計画に記載

するのか。これまでの競技会場の改修
工事の中で野宿者の立ち退きを要請し
たことはあるのか。 

Ｄ 

従来から、本市では、ホームレス状
態にある方に対する強制的な排除は行
っていません。強制的な排除はその方
が抱える根本的な課題の解決には至ら
ないと考えているため、個別の相談を
通じてその方の自立に向けた支援を行
います。 
 なお、国際大会等の開催有無に関わ
らず、必要な支援を実施する考えで
す。 

11 
全国調査結
果に関する
こと 

 
全国調査結果の「自立支援施設の利

用経験」において、「施設を知っている
が、利用したことはない」人のうち
77.5％が施設を利用したいと思わない
ことが明らかとなっている。また、施設
を利用したくない主な理由として、集
団生活や施設の利用規則等が挙げられ
ており驚いた。 
 今後はまかぜを生活困窮者の方が生
活しやすい環境へと改善する計画はあ
るか。 

 

Ｃ 

自立支援施設はまかぜでは、施設の
運営にあたり、常に利用者へのサービ
スを向上させる目標を持ち、運営方法
の改善等について検討を行っていま
す。また、定期的に利用者アンケート
を実施し、利用者から施設運営に関す
る意見を聴取した上で、業務の質やサ
ービスの向上を図っています。 
今後も利用者からのご意見等を参考

にするとともに、市民の皆様のご理解
とご協力をいただきながら、施設運営
を行ってまいります。 
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 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

12 

 
全国調査結
果に関する
こと 

「行政や民間団体への要望・意見 」
に、当事者からの「路上生活者に対する
差別や偏見等に苦慮している」という
声があり、大変心苦しく思っている。 
意見の訴求力を高めるため、差別や

偏見を数値化できるような聞き取り調
査方法を検討してほしい。 

Ｃ 

「ホームレスの実態に関する全国調
査」は「ホームレスの自立の支援等に
関する特別措置」に基づき実施される
もので、調査方法や調査項目について
は所管である厚生労働省が決定してい
ます。 

13 
全国調査結
果に関する
こと 

 
ホームレスの業種について「廃品回

収」が突出して多いことが全国調査結
果より明らかとなっている。 
 「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及
び適正処理等に関する条例」では資源
物等の持ち去りは禁止されており、違
反した場合には、20 万円以下の罰金に
処されることもあるとされているが、
条例に対するホームレスの就業状況を
どのように捉えているか 
 

Ｄ 

ホームレスの方の廃品回収について
は、指定された集積所に資源物として
出された物を持ち去ることを前提とし
たものではないと考えています。 

14 

その他、計画
全般、ホーム
レスに関す
ること 

 ホームレス数は減少傾向にあるもの
の、近年では減少率が緩やかとなって
いる。今後も継続した各施策の実施が
必要と考える。 

Ｂ 

当該計画は 31 年度から 35 年度まで
の 5 か年にわたる、本市におけるホーム
レスの実態に応じた施策の推進を目的
に策定しています。 
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 意見の分類 意見概要 
対応

区分 
本市の考え方 

15 

その他、計
画全般、ホ
ームレスに
関すること 

自立支援施設はまかぜの食事メニュ
ーについて、肉体労働者向けの高カロ
リーな食事となっているため改善が必
要と考える。 
また、施設の居室については多床室

ではなく個室望ましいと考える。 

Ｂ 

 
自立支援施設はまかぜでは、栄養士

の献立に基づき食事の提供を行なって
います。また、成人疾患や消化器系の
疾病等を患う利用者に対し、個別の食
事対応を行っています。 
施設の居室については、一定の定員

受け入れを可能とするために全室個室
化を図ることは困難ですが、退所後の
円滑な地域生活移行を支援するために
一部個室を設けています。 
 

16 

その他、計
画全般、ホ
ームレスに
関すること 

ホームレスの中でもマイノリティと
なるのは女性や 30歳未満の若い世代の
方だと分かった。 
 横浜市では「はまかぜ」への入所や物
品の支給などの支援の際、女性や若い
ホームレスの方にどういった配慮をし
ているのか。 

Ｄ 

 
設備面では、施設内に女性専用の居

室や共有スペースを設けています。 
支援面では、女性保護施設との連携

や就労経験が乏しく直ちに就労への支
援が困難な方に対しては、関係機関と
連携を図り、基礎的な知識や技術の習
得等、求職活動を進める上で必要な助
言や支援を行っています。 

 

 


