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1. はじめに 

(1) 研究の背景と目的 

近年ロンドンのラフスリーピング（野宿；以下RS）政策

において「再接続 reconnection」の重要性が増している。再

接続は、地域外から来た RS 生活者を本人が「地域とのつ

ながり local connection」を有する地域の支援サービスや家

族の元に戻すことを志向する政策理念かつ支援手法であり、

支援や社会的ネットワークのある地域に戻ることが本人の

安定や回復に寄与するという思想と、サービス受給資格は

地域とのつながりを基準とし、資格のある地域に戻るべき

との見方の双方から推進される、世界でも新しい RS 政策

方針である(1)。そこで本論は、ロンドンのRS政策における

再接続重点化の歴史的経緯、基本理念、現在の RS 事業や

支援システムにおける位置づけ、実践の量的実態、個別の

支援実態を明らかにすることを第一の目的とする。また再

接続政策の重点化は、2009年に組織されたロンドン全域の

官民連携会議体London Delivery Board（LDB）がRS生活者

の包括的データベースCHAIN（Combined Homelessness and 

Information Network）を用いて多数の新規事業を展開し、ロ

ンドンの RS 政策全体を大きく改編してきたことと深く関

係する。再接続重点化の実態把握を通じ、ロンドンの RS

政策全体の再編状況を明らかにすることを本論第二の目的

とする。最後に、再接続は個人の土地や共同体からの自由、

移動・居住地選択の自由を原則とする近代都市に対し、人

を帰属関係のある地域に結び付けようとする一見前近代的

な要素を持つ都市政策である。それがデータベースという

情報技術を駆使し先進的な RS 政策を実施するグローバル

都市ロンドンで台頭してきたことは非常に示唆的であり、

そこに新たな都市メカニズムの一端を見得るという視点か

ら、再接続政策を読み解くことを第三の目的とする。 

英国の RS 政策に関する研究は住宅・福祉・医療など多

分野に存在し(2)、日本国内でも比較的近年の研究 1)2)がある。

但し再接続政策に着目したものは少なく、Johnsen & Jones 

(2015)3)による全国的な再接続政策の評価が、詳細な分析を

加えた唯一の研究である。一方都市社会学の分野では、グ

ローバル時代の都市間競争を背景に可視的な RS への排除

傾向が強まり、福祉的介入も合法的な RS の不可視化を意

図すると論じる研究群がある 4)5)6)。これに則れば再接続は

RS生活者を都市外に送る排他政策となりうるが、ロンドン

では再接続先のサービス確保や同行など都市外へ出た後を

保障する支援が行われており、本論は同政策を排他性と支

援志向を持つ両価値的なものと見る立場をとる。また、再

接続政策の示す前近代性に着目し、そこに新たな都市メカ

ニズムを見得るとする視点は、本研究独自のものである。 

(2) 研究の構成・方法と対象地 

2 章で再接続政策の重点化の経

緯と基本理念、3 章でロンドン全

域の RS 事業や支援システムにお

ける再接続の位置づけ、4 章で

CHAIN データに基づく再接続の

量的実態、5 章で個別事例におけ

る再接続支援の実態を明らかにす

る。主に文献・資料調査を用い、3

章の支援システムの把握について

は2015年9月の現地ヒアリング調

査【表1】の結果を用いた。また、

ヒアリングの結果は研究全体を通じて補助的に用いている。 

研究対象地のロンドンは33の基礎自治体（特別区）から

成り、2000 年以降は大ロンドン庁が広域行政を担う。RS

人口は【図1】に示す通り中心部に集中している。 

ロンドンの「地域とのつながり」に基づく再接続政策と新たな都市メカニズムへの一考察 

- グローバル都市におけるラフスリーピング問題への対応 
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調査方法 ヒアリング調査（1-2時間）

期間 2015年9月14日〜23日

調査対象

中央政府、大ロンドン庁、基
礎自治体の担当部局、移民
局、警察、住宅連携組織、民
間支援団体など計14組織

調査項目
団体概要、LDBによる連携・
事業・結果、ロンドン五輪の影
響とレガシー、近年の動向

【図1】研究対象地ロンドン 

【表1】ヒアリング調査概要 

ロンドン中心部（Inner London） 

網掛け： 
RS人口 
上位6区 
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2. イングランドのRS政策における再接続の展開と概念 

 本章では、ロンドンを含むイングランドの RS 政策にお

いて再接続が登場し普及してきた経緯を、RS政策の展開(3)

と移民動向の二つの文脈から把握する。また再接続に関す

る代表的な政策文書より、再接続の基本理念を整理する。 

(1) RS政策の展開と再接続政策の重点化 

 イングランドでは1977年以来、住宅法に基づくホームレ

ス支援制度が各基礎自治体によって実施されてきた(4)。し

かし本制度は基準を満たす認定ホームレス世帯への住宅提

供を主な内容とし、基準外とされる単身者や海外出身者へ

の支援は、近年まで情報・助言提供に限られていた(5)。RS

政策は住宅法の制度外に置かれた人々のうち、RS状態に至

った人々への対応策として、1990年より実施されている。 

 初期の RS 政策は大都市の都心部に焦点を当てた臨時対

策という性格が強く、中央政府が実施を主導したが、2000

年代に入ると RS 政策の恒常的な財源が確保され、資金分

配を受ける各基礎自治体に戦略策定や支援サービス委託の

責務が委譲された。ロンドンではこの変更を受け、区ごと

にアウトリーチや宿泊施設、専門サービス等の支援システ

ムが形成されていくが、RS人口の多い中心部の区に支援負

担が集中したため、これらの区の主導で区外から新たに流

入するRS生活者への対応策が模索された(6)。結果、ロンド

ン33区の間で2006年に結ばれたのが「ロンドン全域再接

続協定Pan-London Reconnection Protocol」（3節で詳述）で

ある。本協定は再接続の目的や理念、運用を定めた初の文

書で、再接続という政策概念を形成する役割を果たした。

また中央政府は同協定の内容を踏襲し、同じ年に再接続協

定の策定を全国の自治体に促すガイドライン 7)を発行して

おり、ロンドン発の試みが全国政策に影響を与えている。 

こうして再接続の概念が RS 政策に導入されたが、ロン

ドンの協定は各区の努力義務に留まり、実践への導入は

中々進まなかった(7)。実際に実践が広まったのは 2011 年、

新たに路上に至る新規層に焦点を定めた初のロンドン全域

事業No Second Night Out（NSNO）の開始に拠る所が大き

い。ロンドンでは2009年以降、大ロンドン市長の掲げる政

策目標「2012年までにRSを終わらせる」の達成に向け設

立された連携会議体LDBが多くの新規事業を展開し(8)、そ

の中で NSNO も立案・事業化された（3 章で詳述）。本事

業は新規層の人々を早期発見し、元々いた地域の支援サー

ビス等へ迅速につないでRSの固定化を防ぐもので、24時

間対応や地域外から来た新規層の判別などロンドン全域の

アウトリーチ体制の変更を伴ったため、再接続の実践が大

幅に増加した 8)。その後NSNO事業は規模を拡大し、他の

事業にも再接続が適用されるなど、再接続はロンドンのRS

政策全体の方針として定着していった。また全国でも、中

央政府がロンドンに倣う形で各都市での NSNO 事業開発

を推進し、RS政策における再接続の方針が強まっている。 

(2) 移民RS生活者の増加と海外再接続 

 上記の国内の文脈における RS 政策の展開に加え、近年

の再接続方針は、移民 RS 生活者増加への対応として推進

されてきた面もある。イングランドでは2004, 2007年のEU

東方拡大(9)を機に、EU新規加盟国である中欧・東欧 10か

国からの流入移民が大幅に増加し、この影響を受けてロン

ドンでは移民 RS 生活者の増加が顕著となった(10)。移民の

多くは法制度上、公的な社会保障へのアクセスが制限され

ており、失業や住宅退去などの問題が生じた際に RS に至

るリスクが高いと考えられるが、さらに RS 政策も従来、

サービス利用者の受給する住宅手当を宿泊施設の運営費に

充てることを前提に支援システムを構築してきたため、増

加する移民RS人口への対応策を殆ど持たなかった。 

この状況を受け、ロンドンでは2008年より中欧・東欧国

籍の RS 生活者に焦点を当てた支援事業の開発が始まる。

この時期 LDB が発足し、出身国への再接続支援、英国内

での就労支援、移民局や警察による取締りと支援サービス

の連携が次々に試行された。2011 年からは NSNO 事業を

機に再接続の実施体制が整い、再接続が RS 政策全体の方

針となるにつれ、移民 RS 生活者への対応も出身国への再

接続に一本化されていった(11)。こうして再接続は、新規層

と海外出身者の両者への対応を包含する支援手法として

RS 政策内に位置づけられ、2010 年代半ば以降は全国的な

RS政策においても同様の位置づけがなされている。 

(3) 再接続の基本理念 

初期の再接続の概念を形成したロンドン全域再接続協定

（2006）9)と、移民 RS生活者への対応を包含する 2010年

代以降の再接続の概念を総合的に記述した唯一の文書であ

る全国自治体向けの国内外再接続のガイドライン（2014）
10)を用いて、再接続の基本理念を確認する(12)。 

基本理念に関する主な記述内容を【表 2】に整理した。

ロンドンの協定は再接続推進の背景として、RS生活が本人

の健康を著しく害すものであり、慣れ親しみや社会的つな

がりのある地域で支援を受けることが素早い回復に寄与す

ることを挙げている。但しつながりのない地域でサービス

を受けられないのは正当という記述もあり、本人の安定や

回復を志向する姿勢とサービス受給資格の観点が併存して

いる。一方近年発行された全国ガイドラインでは、本人が

被る害の軽減という観点は同じだが、地域への慣れ親しみ

や愛着への言及がなく、利用可能な支援サービスや社会関

係資本の活用という再接続の実利性に重きが置かれている。

また再接続を拒否する RS 生活者に対し、関係機関らが協

①ロンドン全域再接続協定(2006) ②Assessment & Reconnection Toolkit (2014)
〈再接続の定義〉
・再接続とは、RS生活者が宿泊施設や社会・家
族・支援のネットワークにアクセスできる別の地域
につながりを持つ場合に、その地域に計画的に戻
ることを支援するプロセスである

〈再接続の目的〉
・新たにRS状態となった人をホーム地域のサービス
に素早くつなぎ直し、その人の社会的居場所の喪
失経験を最低限にとどめ、素早い回復を促進する
〈再接続政策の正当性〉
・人々は移動の自由を有するが、困難な状況に置
かれた際にどの地域のサービスにもアクセスする
自由を有するわけではない
・移動先でサービスを受ける資格が得られない場
合があるのは正当なことであり、こうした状況下で
は、本人が資格を有するホーム地域のサービスへ
戻るための援助以上のサービスは提供されない

〈再接続政策を推進する背景〉
・ロンドンの中心で新たにRS生活をする人々の大
部分は地域外から来ている
・RS生活の固定化は個人の身体的・精神的健康に
多大な害を与える
・個々人は最も慣れ親しみ最大の社会的つながり
を持つ地域（ホーム地域）の安定的な宿泊施設にお
いて、素早く回復する可能性が最も高い

〈再接続の原則〉
・新規のRS生活者を迅速に識別し再接続すること
は、本人の状態悪化を防ぐ重要な害の軽減手段
である
・その人がRS状態に至った理由や、その人のRS
状態の継続を防ぐため支援が、再接続の根拠を成
すべきである
・RS状態を継続するリスクについて本人を説得す
るのと同時に、支援サービスを提供する責任につ
いてその人がつながりを持つ地域のサービス提
供者らを説得することも、再接続に求められる
・アセスメントに基づき、説得力のある現実的なプ
ランを提示する
・再接続が拒否された場合、関係機関らは協力し
て何度もプランを提示し本人を説得すべきである

【表2】再接続の基本理念に関する記述 

出典：文献9), 10)より筆者作成 
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力して繰り返し説得を試みることが推奨されており、積極

的介入による再接続の遂行を是とする姿勢が読みとれる。 

 

3. ロンドンのRS生活者支援事業に見る再接続 

 本章ではロンドンにおける RS 問題の状況を概観した上

で、RS政策全体における再接続の位置づけを事業内容、資

金規模、支援システムへの組み込まれ方から明らかにする。 

(1) RS問題の概況とデータベースCHAIN 

 ロンドンでは包括的データベース CHAIN により、年間

を通じたRS人口動態が把握されている。CHAINはRS生

活者を個人識別し、属性や支援ニーズ、サービス利用歴等

の情報を蓄積する関連団体間のオンラインデータベースで、

現場ワーカーに必要な個人情報へのアクセス権を付与し、

政策立案者には匿名化した統計データを提供している(13)。 

 近年ロンドンの年間RS人口は【図2】の通り増加傾向に

あり、移民の増加や住宅価格の高騰が背景にある(14)。年間

RS人口はCHAINデータの分析により「新規層／再野宿層

／固定層」の3類型に分けられ、新規層が全体の6～7割弱

を占める。次に2016年の国籍別集計【図3】では、英国籍

者が5割弱、中欧・東欧国籍者が約3割を占め、外国籍者

の合計は英国籍者を上回る。ロンドンの RS 人口の中で新

規層や移民 RS 生活者は大きな比重を占める支援ターゲッ

ト層であり、個人識別に基づく CHAIN データベースの存

在がその把握を可能にしていることが指摘できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ロンドン全域事業と再接続の重点化 

2章で述べたように、ロンドンでは 2009年にLDBが発

足し、同会議体が意思決定を担うロンドン全域事業と、各

区を対象とする基礎自治体の事業の二層構造で事業が実施

されるようになった(15)。各区が従来より実施してきたアウ

トリーチ事業や宿泊施設事業はロンドンにおける RS 生活

者支援の基盤を成すが、これらの事業はロンドン全域の方

針に従い運用を変更する従属的位置づけにある。本節では

ロンドン全体のRS政策方針を直接反映し、CHAINのデー

タ分析に基づいて事業化されたロンドン全域事業に着目し、

事業内容や資金規模から政策全体における再接続の重点化

の状況を明らかにする。尚、ロンドン全域事業の詳細と時

系列的展開については、河西ほか（2016）1)を参照されたい。 

①再接続を実施するロンドン全域事業 

LDB発足以降に実施されたロンドン全域事業（実施期間

が1年以下のものを除く）として18事業が確認された。全

事業の概要および再接続要素の有無を【表3】に整理する。 

まず、18事業はRS分野単体の事業（14事業）と他分野

に関わる事業（4 事業）に大別でき、前者は更に新規層／

再野宿層／固定層の 3類型それぞれに特化した事業（8事

業）とRS全般に係る事業（6事業）に分けられる。RS全

般に係る事業の殆どは LDB 設立以前からの継続事業であ

り、2009年以降の傾向としては3類型に特化した事業や他

分野（移民・保健等）に関わる事業が新規開拓されている。 

次に再接続に着目すると、上記の新規開拓された事業群

の中に再接続の要素が多く見られた。3 類型に特化した事

業（{1}~{8}；表内の番号に対応）の中では、2011 年に開

始された新規層への対応策である NSNO 事業{6}が初めに

再接続を導入している。本事業は新たに路上に至った RS

生活者を24時間体制の拠点でアセスメントし、本人がつな

がりを有する地域の支援サービスへの受入れ交渉や同行支

援を迅速に行うもので、RS脱却につながったケースの殆ど

が再接続による対応となっている。NSNO事業の成果は高

い評価を受け、その後類似の手法を再野宿層や一部固定層

にも適用する事業が実施された{7}{8}。また他分野に関わ

る事業{15}~{18}では、移民 RS 生活者の増加を機に 2000

年代末に開発された事業{15}{16}が再接続を導入している。

特にLondon Reconnection Team（LRT）{15}は海外再接続に

特化した事業であり、中欧・東欧諸国の主な支援サービス

の知識や受入れ先団体との連携、言語対応スタッフ等を備

え、必要に応じ同行支援を行っている。尚、アウトリーチ

事業{13}{17}にも再接続の要素が一部取り入れられており、

再接続が適切であると判断した場合に本人がつながりを有

する地域のサービスへ連絡を行う等の対応がされている。 

②ロンドン全域事業の資金規模と再接続の位置づけ 

 ロンドン全域事業の予算は従来中央政府から出資さ

　　 新規層 今年度に初めてRS状態が記録された人

　　 再野宿層 前年度以前と今年度にRSの記録がある人

　　 固定層 前年度と今年度にRSの記録がある人
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【表3】ロンドン全域事業18事業の概要と再接続要素の有無 

【図2】ロンドンの年間RS人口と3類型 

【図3】国籍別RS人口 (2016) 

出典（図2, 3共通）：Greater London Authority, 
CHAIN Annual Report（2008-16年度版）, 文
献1)より筆者作成 

【表4】ロンドン全域事業の契約事業と予算規模 

{1} RS205+

{2} Personalisation Project

{3} Housing First

{4} No Living on the Streets ○

{5} Social Impact Bond (SIB) ○

{6} No Second Night Out (NSNO) ○

{7} StreetLink

{8} No First Night Out

{9} CHAIN

{10} Clearing House

{11} Tenancy Sustainment Team

{12} Severe Weather Emergency Provision

{13} London Street Rescue （一部）

{14} Rolling Shelters

{15} London Reconnection Team (LRT) ○

{16} Non-UK Nationals (Olallo) ○

{17} Operation Ark （一部）

{18} Health Peer Advocacy

支援ニーズを抱えるEU圏出身者の再接続

海外出身者への宿泊施設・就労支援と再接続

EU移民への移民局、警察、支援者合同ｱｳﾄﾘｰﾁ

ピアスタッフによる病院への同行

RS生活者の包括的データベース

90年代末建設の恒久住宅への入居調整

90年代末建設の恒久住宅における定住支援

厳寒期限定シェルター

ロンドン郊外の複数区のアウトリーチ

次の支援に繋ぐための短期シェルター

他
分

野
に

関
わ

る
事

業

事業名 事業概要 再接続の要素

RS状態が慢性化した人々への集中的支援

個人に付与された資金と集中的ケースワーク

慢性的RS生活者の住宅入居・定着

CHAINに複数回記録がある人の対応・再接続

新
規

層
R

S
全

般

再野宿層830名の施設・住宅入居、再接続等

新規層への早期対応と再接続

電話・ｳｪﾌﾞ経由での市民等による情報提供

R
S

分
野

単
体

の
事

業 固
定

・再
野

宿
層

RS状態に初めて至る直前の見分けと介入

事業名
出資総額

(千£)
2015年度

（千£）
{4} No Living on the Streets 2012/10 ~ 2015/3 2,000 -

{5} Social Impact Bond (SIB) 2012/11 ~ 2015/10 5,000 -

{6} No Second Night Out (NSNO) 2013/6 ~ 2016/3 9,900 3,680

{9} CHAIN

{10} Clearing House

{11} Tenancy Sustainment Team 2012/4 ~ 2016/3 11,735 2,735

{13} London Street Rescue 2012/4 ~ 2016/3 2,559 609

{15} London Reconnection Team (LRT) 2012/4 ~ 2016/3 982 362

{16} Non-UK Nationals (Olallo) 2012/9 ~ 2016/3 1,547 432

出典：Greater London Authority, Decisions, 文献（1)より筆者作成 合計 8,216

（決議書No. DD559, DD719, DD733, DD803, DD881, MD1093, DD1000, DD1065,

DD1149, MD1417, MD1532）<https://www.london.gov.uk/about-us/governance-and-

spending/good-governance/decisions?order=DESC>

3類型

特化

RS
全般

他分野

契約期間

2012/4 ~ 2016/3 3981,773
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れていたが、2011年に予算と委託権限が大ロンドン庁へ委

譲され、現在は同庁が民間団体への事業委託を担う。当初

委譲された予算は 4年間で 3,380万ポンド（845万ポンド/

年）で、2015 年度以降も同規模の予算が確保されている。

出資形式は公募プロポーザル方式による複数年契約と単発

の助成金の2種類があり、基本的には主幹事業である契約

事業に予算の大部分が充てられ、余った資金で新たな取り

組みなど特に試行的な内容の事業に助成がなされている。 

 大ロンドン庁の決議書を基に、2011年度以降の契約事業

とその予算規模を【表4】に整理した。全18事業中9事業

が契約事業であり、3類型に特化した事業{4}{5}{6}と他分

野に関わる事業{15}{16}はすべて再接続の要素を持つ事業

である。RS全般に係る事業がLDB設立以前からの継続事

業であることを考慮すると、近年新たに事業化され複数年

契約が結ばれたロンドン全域事業はすべて再接続を実施し

ており、ロンドンの RS 政策において再接続の比重が増し

ていることが読み取れる。2015年度の予算を見ると、再接

続の実践導入の契機となったNSNO事業が予算全体の4割

以上（368万ポンド）を占める最大額の事業となっている。 

(3) RS生活者支援システムと再接続 

以上見てきたロンドン全域事業と各区の RS 事業は相互

に関連して一つの支援システムを構築している。現地調査

や補足資料調査より明らかになった、ロンドンの RS 生活

者支援システムを【図4】に示す。尚、図は2015年9月の

現地調査時点のもので、RS予防や住宅移行後のケアなど路

上から住宅までの支援経路外に置かれる事業{8}{10}{11}

や、季節限定・特定された個人を対象とするなど恒常的シ

ステムにのらない事業{1}{5}{12}{18}は掲載していない。 

支援システムの経路デザインは、まずStreetLink事業{7}

が市民等から RS 生活者の発見情報を受け、この情報や普

段の巡回によって各区やロンドン郊外{13}のアウトリーチ

ワーカーが RS 生活者に接触、簡易アセスメントを行う。

ここで当該地域へのつながりの有無（判断基準は【表 6】

を参照）と新規層か否かが CHAIN データに基づき判断さ

れ、地域とのつながりがあり本人が承諾すれば、各区の宿

泊施設システムにつながれる。宿泊施設では個人の状況に

合った支援プランが立てられ、依存症ケアやカウンセリン

グ、職業訓練など様々な支援を受けながら最終的に住宅に

移行する。尚、英国籍者は当該区で 6か月以上 RSを継続

すると地域とのつながりが認められるため、区外から流入

した固定・再野宿層の一部もこの経路になる。次に地域と

のつながりが認められない場合、支援経路は固定・再野宿

層と新規層とに分かれる。固定・再野宿層は本人が支援オ

ファーを受け入れれば、アウトリーチチームによって直接

再接続されるか、海外再接続に特化した事業を介して出身

国に再接続される。新規層は国籍を問わず NSNO 事業{6}

の対象となり、区の宿泊施設を利用できないことや再接続

の可能性が高いことを説明した上で本人が同意すれば、24

時間体制の拠点につながれる。ここで詳細なアセスメント

と支援プラン作成が迅速に行われ、最適な次の支援サービ

スが確保される。殆どの場合再接続プランが提示されるこ

ととなり、国内であればNSNOワーカー、海外であればこ

れに特化した事業のワーカーが、交通手段の手配や必要に

応じて同行支援を行う。このように、現在のロンドンのRS

生活者支援システムは地域とのつながりを基準に区内で支

援する経路と再接続する経路に分かれており、再接続事業

の導入によってシステム全体が再編されたことが分かる。

また、地域とのつながりや3類型の判断、実際に行われた

支援の記録など、CHAIN{9}がシステム全体を支えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. データベースCHAINによる再接続支援の量的把握 

 本章ではロンドンの RS 人口や支援実績を量的かつ動態

的に把握している CHAIN のデータを用い、実際に行われ

ている再接続支援の量的実態を明らかにする。 

(1) 再接続先地域別の再接続回数 

CHAINの年次レポートは、ロンドン全体での再接続の実

施回数とその接続先地域について年間統計を出している。

【図 5】に示す通り再接続先は国内と海外に分けられ、そ

の割合はおよそ半々となっている。国内は3分の2以上が

ロンドン内の別の区への再接続であり、他はロンドン外の

国内地域への再接続である。海外の再接続先は9割以上が

欧州で、特に中欧・東欧諸国への再接続が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支援システムの実績に見る再接続の量とサイクル 

 次にCHAINの四半期レポートを用い、3章で得たロンド

ン全体の支援システム図の中で、一定期間に何名が新たに

路上に流入し、何名がどの支援経路を通って再接続または

区内の宿泊施設等の支援につながっているかのサイクルを、

2015年度の第1四半期から第4四半期まで連続的に把握す

る。ロンドンでは再接続導入により、都市内外からの路上

への人口流入と都市内外への再接続が繰り返されている状

況があり、このサイクルを動態的に捉えることが本節の目

的である。尚、こうした把握は支援システムを構成する各

事業が個人を同定しながら共通のデータベースに支援実績

を日々入力することで初めて可能となるもので、CHAINを

有するロンドンに特有なデータであることを付言しておく。 

・各区のアウト
リーチチーム

・London Street

Rescue {13}

地域とのつながり
のない
新規層

海外再接続

・LRT{15}
・Non-UK Nationals{16}
(・Barka UK再接続※1)移民

再接続

地域とのつながりあり
各区の宿泊施設システム 区内や周辺区

の恒久的住宅

再接続

市民等から
の情報提供

RS人口

StreetLink {7}

連絡

NSNO

拠点{6}

地域とのつながりのない
固定層・再野宿層

網掛け：ロンドン全域事業

※1 ポーランドに母体を持つ民間団体Barka UKが、欧州委員会の助成を受け実施する再接続事業
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CHAIN Annual Report 
（2012-15年度版）より筆者作成 

【図5】再接続先地域別の再接続回数 

【図4】ロンドンのRS生活者支援システム 

※図は主にヒアリング調査結果より筆者作成 
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2015年度のCHAIN四半期レポート4点より、把握可能

なデータを支援システム図の上に表し、【図6】を得た。ま

ず四半期ごとのRS人口と支援経路上の人数に着目すると、

RS 人口に対し NSNO 拠点につながれた人数の割合は

17~19%、各区の宿泊施設システムにつながれた人数の割合

は14~16%を推移しており、どの四半期もNSNO 拠点につ

ながれた人数の方がやや多い。また再接続された人数の合

計はRS人口全体の10~11%となっている。このように、再

接続はロンドンの支援システムにおいて必ずしも支配的な

対応方法ではなく、各区の宿泊施設システムも依然として

大きな役割を果たすが、再接続を実施する事業が全て2000

年代末以降に開始されたことを考慮すると、近年急速に再

接続の占める比重が拡大している。一方、CHAINレポート

から読みとれた限りでは、RS 人口の約6 割がいずれの支

援経路にも乗っていなかった。これらの人々の中には、そ

のまま路上に留まる人々や、CHAINに参入していない民間

事業を利用した人々も含まれるが、ヒアリングではかなり

の割合の人が家族や友人を頼り自力でRS 状態を脱したり、

別の地域へ移動しているとの話が聞かれた(16)。 

次に連続した4 四半期の、ロンドンの路上へのRS 人口

の流入、支援経路上の移動、再接続による排出のサイクル

を動態的に捉えると、毎四半期 1,000 名以上の人々が路上

に流入し、500 名前後が NSNO 拠点につながれ、そこか

ら或いは直接アウトリーチワーカーによって再接続が試み

られ、計300 名前後の人々が実際にロンドン内外や国外の

地域へ再接続されるというサイクルが繰り返されているこ

とが明らかとなった。うち約 6 割は【図 5】の通りロンド

ン外に再接続されている。また、これらの人々は CHAIN

を通じ、特定の地域とのつながりを持つ個人として識別さ

れており、ロンドンにおける再接続は、個々人をその特定

の地域につなぐ実践であることが指摘できる。 

 

5. 個別事例にみる再接続支援の実態 

 本章では【表 5】に示す 4区分の資料を可能な限り網羅

的に調査し、支援プランとして再接続が提示された RS 生

活者個人の具体事例を収集した。結果、計54点の関連の深

い資料を確認し、うち10点の資料から23事例（事例 ID：

a~w）を得た。23事例において提供された詳細なサービス

内容や個人の時系列のストーリーから、ロンドンにおける

再接続支援の実態の一端を明らかにする。尚、10点の資料

はどれも特定の事業や支援団体の事例を紹介するもので、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較等は行われていない。よって本章の一つの意義は、こ

れら異なる文脈化で作成された資料内に点在する数少ない

事例を収集し、全23事例を整理して同時に示す点にある。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 実践における再接続の判断基準 

 個別事例を見る前に、ここでロンドンの実践における再

接続の主な判断基準を確認しておく。【表6】の通り、再接

続の判断基準は国内と海外で異なり、国内再接続の場合過

去12 か月のうち6 か月以上、又は過去5 年のうち3 年以

上の居住歴が当該区にないと再接続が適用され、同様の基

準により選定された地域が再接続先となる(17)。この居住歴

の基準は住宅法の認定ホームレス支援制度の規定を参照し

たもので、本来制度外のRS 政策には適用されない規定で

あるが慣習的に用いられている。一方海外再接続の場合、

社会保障の受給権が決定的な要素であり、受給権がなけれ

ば出身国への再接続がほぼ唯一の支援オプションとなる。 

 

 

 

 

(2) 事例内に見られる再接続支援サービスの内容 

 資料調査より得た全23事例の再接続先の地域区分、施設

種類、確認できた再接続支援サービスの内容を【表 7】に

まとめた。事例には再接続を提示されたが拒否したケース

（e, h）、再接続支援を途中まで受けたが何らかの理由で中

断したケース（c, f, i）も含まれており、再接続プランが提

示されても必ず達成されるわけではない現実が窺える。 

まず地域区分を見ると、ロンドン内が7件、ロンドン外

の国内が6件、海外が10件であり、23事例は【図5】のロ

ンドン全体の再接続先地域の内訳をある程度反映している。

施設種類は、再接続時、つまり再接続先の地域に移る際は

一時的な宿泊施設（13件）につながれることが多いが、将

来的に住宅に移る見通しを持った対応であることも多く、

実際にその後住宅に移ったケース（j, p, u）も見られた。 

次に、再接続支援サービスの内容を詳しく見ていく。全 

再接続適用の可否 再接続先地域の選定

国内再接続

海外再接続 英国の社会保障を受ける権利の有無
出身国（地域は受入れ先によって決まり、
本人の居住歴に左右されない）

地域とのつながりの有無：
過去12か月のうち6か月以上、又は過去5年のうち3年以上その地域に住んでいる

【表6】ロンドンの実践における再接続の判断基準 

【表5】調査した資料区分、関連資料数、事例あり資料数及び収集した事例数 

【図6】ロンドンにおける再接続の四半期サイクル（2015年度） 出典：Greater London Authority, CHAIN Quarterly Report 
（2015年度Q1-Q4）より筆者作成 

出典：文献3) 及びヒアリング結果より筆者作成 
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・Non-UK Nationals

(・Barka UK再接続)

・各区のアウト
リーチチーム

・London Street

Rescue

海外再接続

再接続

各区の宿泊施設システム 区内等の住宅

再接続

RS人口

522名

413名再接続計 302名

新規層 1311名

2862名

NSNO

拠点

166名

47名

89名

2015年度 第3四半期の流入・排出サイクル

・LRT

・Non-UK Nationals

(・Barka UK再接続)

・各区のアウト
リーチチーム

・London Street

Rescue

海外再接続

再接続

各区の宿泊施設システム 区内等の住宅

再接続

RS人口

491名

420名再接続計 290名

新規層 1190名

2561名

NSNO

拠点

181名

40名

69名

2015年度 第4四半期の流入・排出サイクル

区
分

資料の種類 内容
調査資料数
→事例あり

事例数 事例ID

I RS政策書
・中央政府、大ロンドン庁、各区自治
体の発行するRS政策・戦略書

20点→1点 1事例 a

II
再接続一般に関する
行政文書や学術研究

・中央政府、ロンドン自治体連合の発
行する文書
・大学・民間研究機関の発行する文書

7点→1点 5事例 b～f

III
再接続を行う事業に
関する資料

・公的な事業ガイドライン・事業評価書
・事業実施団体が発行する文書

11点→4点 6事例 g～ｌ

IV
各事業及び事業実施
団体のウェブサイト

・各事業のウェブサイトやウェブページ
・事業実施団体のウェブサイト

16点→4点 11事例 m～ｗ

54点→10点 23事例合計

内容
関連資料数
→事例あり

事例数 事例ID調査した資料区分

- 642 -



 
 
 
 
 
 
 

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.54 No.3 2019年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.54 No.3, October, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 事例の中で提供されたサービスの要素を抽出した結

果、サービス内容は10項目に整理できた。大きくは、再接

続の際の地域間移動に関する支援、宿泊施設の確保・提供

に関する支援、行政機関への交渉のための支援が要素とし

て見られ、中でも再接続先の住宅・施設確保は、再接続が

達成されなかった5件を除く全18事例のうち17事例で行

われている。他に多く見られた支援内容には移動費用・交

通券の支給（15件）、移動手段の手配（11件）がある。さ

らに 23 事例のサービス内容と再接続先地域との関係を見

ると、ロンドン内再接続の7件ではすべて行政機関への受

入れ交渉（a, b, i, m~p）が行われ、これに付随する証明書類

の収集も4件（b, i, n, o）で確認できた。一方ロンドン外の

国内再接続や海外再接続は、交通券の支給（c, d, f, g, j~l, 

q~w）、移動手段の手配（g, j~l, q~w）、再接続先への同行（d, 

l, r, v, w）など地域間移動に関する支援が多く見られる。 

(3) 再接続の具体事例 

最後に、ロンドン内再接続（b）、ロンドン外の国内再接

続（d）、海外再接続（r）の事例を1件ずつ取り上げ、個人

の時系列ストーリーを詳述する。23事例からは再接続先地

域によって背景にある問題構造に違いが見られ(18)、それが

読み取れる事例を選んだ。3事例のRS生活者の基本情報と、

移動・支援との接触履歴の概要を【図7】に示す。 

事例 b(ロンドン内再接続)：bさんはロンドン郊外のA区

に約40年住み、母と姉も近くにいたが、過度の飲酒により

職を失い、家賃滞納で民間アパートを出た。一時的に姉の

家に身を寄せたが、負担をかけまいとA 区自治体へ相談に

行き、支援サービスの多いロンドン中心部へ行くよう言わ

れた。b さんは中心街に至ったが当てもなく、路上で一晩

を過ごしたところをアウトリーチチームに発見された。す

ぐにNSNO 拠点に連れて行かれ、ワーカーはbさんがA 区

に地域とのつながりを持つと判断、証明書類を集め、A 区

職員との面接に同行した。面接は難航したが、最終的にA 

区自治体の宿泊施設に入ることができ、現在は待機リスト

上で社会住宅の空きを待っている。姉の粘り強い説得を受

け、アルコールの更生プログラムへの参加を検討している。 

事例 d(国内再接続)：d さんはイングランド中部地方を

転々として育ち、成人後に恋人と別れ失業、住宅を失う危

機に面した。その地域には利用できるサービスがなく、再 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタートを切ろうと移動し、ロンドン中心部に辿り着いて

初めてRSを経験した。NSNO につながったが、d さんは

頻繁に居住地を変えていたため地域とのつながりの特定が

難しく、最近滞在した町への再接続を提示されてそれを受

け入れた。ワーカーが再接続先のシェルターに同行して書

類を記入し、d さんはそこに宿泊したが、薬物や窃盗の横

行する環境だったため一晩で出てロンドンの路上に戻った。

後日 NSNO ワーカーが連絡すると、路上で知り合った元

RS 生活者のアパートに身を寄せた後、同じアパートに自

室を得ていた。今は就職を目指し職業訓練を受けている。 

事例 r(海外再接続)：自国ポーランドで自動車工に勤めて

いたr さんは、リストラを機に求職のためロンドンに渡り、

現金払いの建設業や運転業を3 年続けた。しかし飲酒によ

って何度も職を失い、遂に家を失った。路上と時折友人宅

とを行き来する生活でアルコール依存を深め、2 年後に職

を得て本国から妻と子を呼び寄せたが、結局飲酒が原因で

失職し家族を国に送り返した。英国で合法な就労記録のな

い rさんは公的支援を受けられず RS生活を 1年続け、教

会の炊出しでBarka UK (EU助成を受ける国際支援団体）の

ワーカーに会った。何週間か会話する中でその人を信頼し

再接続を受けることを決意し、ロンドンで 10 日間のデト

ックスを受けた。退院時、ワーカーに乗り場まで同行され

長距離バスに乗り、ポーランドの到着駅で待っていたBarka 

Polandのスタッフが同行して西部地方の村にある宿泊施設

に入った。20 日後 rさんはセラピーを開始し、徐々に回復

している。Barka UKと連絡をとり、セラピー完了後はBarka 

UKのピアワーカーとして働くことを希望している。 

 

6. 総合的考察・結論 

(1) 総合的考察 

再接続の概念は 2000 年代半ばにロンドン中心部に地域

外から流入する RS 生活者への対応を模索する中で形成さ

れ、後に新規層と移民 RS 生活者両者への対応を包含する

政策概念となった。理念上、本人の安定・回復を志向する

姿勢とサービス受給資格のない者への現実的対応を支持す

る姿勢が併存し、近年は RS 生活者に積極的に介入してで

も元の地域へ戻そうとする排他的姿勢への傾倒が見られる。

事業レベルでは、ロンドンの RS 政策に占める再接続の比

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 計
ロンドン内 ● ● ▲ ● ● ● ● 7
ロンドン以外の国内 ● ● ▲ ▲ ● ● 6
海外 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
住宅 ● ▲ ● ● ● 5
知人宅（親戚等） ▲ ● 2
宿泊施設（ホステル等） ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
その他の施設（病院等） ● 1
路上 ▲ ▲ 2
移動費用・交通券の支給 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
予約など移動手段の手配 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
再接続先へのワーカー同行 ● ● ● ● ● 5
再接続の準備や待機期間
のための滞在施設の手配

● ● ● ● ● ● 6

再接続先の住宅・施設確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
再接続先宿泊施設の提供 ● ● ● ● ● 5
家族への連絡・状況説明 ● ● ● ● ● ● 6
書類記入等の手続き補助 ● ● ● ● ● 5
証明書類の収集 ● ● ● ● 4
行政機関への受入れ交渉 ● ● ● ● ● ● ● ● 8

※2 再接続支援によって確保された施設以外の場所や施設に至った事例を▲印で表した
※1 再接続先地域に行かなかった事例は▲とし、再接続先として想定されていた地域を示した

事例ID
再
接
続

先
地
域

再
接
続
先
の

施
設
種
類

再
接
続
時
に
提
供

さ
れ
た
支
援

※
1

※
2

【表7】23事例の再接続先と提供されたサービス内容 

【図7】再接続の具体事例（b, d, r） 

事例ID b（ロンドン内再接続） d（ロンドン外の国内再接続） r（海外再接続）
年代・性別 40代女性 30代男性 40代男性
国籍 イギリス イギリス ポーランド
健康状態 - - -
支援ニーズ 軽度のアルコールの問題 - アルコール依存
RS要因 失職、家賃滞納 恋人との別れ、失職 失職
RS期間 一晩 - 約2年＋約1年
RSの地域に
いた理由

ロンドン郊外A区の自治体に、
中心部へ行くよう言われた

元の地域にサービスがない、
新たなスタートをきるため

区内の教会の炊出しを利用

家族との
関係

母と姉がA区周辺に住んでお
り、連絡をとっている

-
妻と子どもがポーランド国内に
いる、連絡状況は不明

事例b

事例d

事例r

住宅
・ロンドン郊外A区
・約40年

姉/妹の家
・A区周辺
・一時的

路上
・ロンドン中心部
・一晩

NSNO拠点
・数日

一時的施設
・A区

A区自治体に相談 ORチーム発見 再接続サービス

住宅（転々と）
・   ﾞ  ﾄﾞ中部

路上
・  ﾄﾞ 中心部

NSNO拠点 夜間シェルター
・  ﾄﾞ 外のまち ・一晩

路上
・  ﾄﾞ 

知人の家 賃貸ｱ  ｰﾄ

再接続サービス

住宅
・  ｰ  ﾄﾞ

住宅
・  ﾄﾞ 

路上
・ロンドン
・約2年

住宅
・  ﾄﾞ 
・数か月

路上
・  ﾄﾞ 
・約1年

一時的施設
・ロンドン

病院
・10日間

一時的施設
・  ｰ  ﾄﾞ西部の村

BarkaのORチーム接触 再接続サービス
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重が拡大したことが資金規模と支援システムから確認でき、

ロンドンでは実際に毎四半期1000名以上が路上に流入し、

300 名前後が国内外に再接続されるサイクルが繰り返され

ている実態があった。個別事例からは、現場ワーカーが個々

の状況に寄り添った支援を提供し、再接続先確保のための

交渉、現地同行、連絡の継続など、地域外に送り出す以上

の支援がされている様子が窺え、再接続の、本人の安定・

回復を志向する姿勢も現場レベルでは確かに読み取れる。 

またロンドンの RS 生活者支援システム全体に目を向け

ると、個々人がどの地域に「地域とのつながり」を持つか

を基準に支援経路が決定されるデザインとなっており、再

接続の導入によってシステム全体の経路デザインが再編さ

れたことが分かる。その判別は CHAIN データに基づいて

おり、ロンドンでは RS 生活者個々人の持つ特定の地域と

のつながりが、CHAINの存在によって具現化されていると

言えよう。即ち現在の支援システムは、CHAINにより具現

化される個々人の「地域とのつながり」を見出し、可能な

限りそのつながりを取り戻させるデザインとなっている。 

最後に、ロンドンの再接続政策は情報システムにより個

人に特定の地域とのつながりを見出しその地域に戻すとい

う点で、近代都市が前提とする人と土地の関係から逸脱す

る性格を持っていた。ここで「地域とのつながり」とは人

を土地に縛るのではなく、個人が居住地を選択する中で失

われたり新たに形成されたりする緩やかなものであり、同

時に個人が地域に定着することを支えるものとして概念化

されている。情報システムにより全ての人々の地域とのつ

ながりが具現化可能な現代において、地域は個々人の地域

とのつながりが重なる場として位置付き、一定の出入りを

許容しながら緩やかなまとまりを持つ地域が都市を構成す

る将来の可能性を、再接続政策は示していると考察された。 

(2) 結論 

・再接続は本人の安定や回復を志向する姿勢とサービス受

給資格のない者への現実的対応を支持する姿勢を併せ持つ

政策概念であり、理念上の排他的姿勢への傾倒が見られた。

新規層と移民RS生活者両者への対応を包含していた。 

・ロンドンの RS 生活者支援システムは再接続の導入によ

り、「地域とのつながり」を基準に支援経路を決定する構成

に再編されたことを明らかにした。同システムや各事業の

資金規模から、再接続の比重が拡大したことを確認した。 

・CHAIN データの分析より、ロンドンでは毎四半期 1000

名以上の人々が路上に流入し、300 名前後が国内外に再接

続されるサイクルが繰り返されている実態を明らかにした。

また支援現場では個々の状況に寄り添った再接続支援が行

われ、本人の安定・回復を志向する姿勢が読み取られた。 

・再接続政策は情報システムにより全ての人々の地域との

つながりが具現化可能な現代において、個々人の地域との

つながりが重なる場としての、緩やかなまとまりを持つ地

域が都市を構成する可能性を示していると考察された。 
 
※本研究の一部は、日本学術振興会科学研究「生活困窮者自立支援法下に
おけるホームレス政策とデータベースの役割」の一環として行われた。 

【参考文献】 
1) 河西奈緒, 土肥真人(2016)「2012年五輪・パラ五輪を契機としたロンドン
におけるラフスリーピング政策の展開と実態」都市計画論文集, vol.51, no.3, 
pp.1182-1188, 日本都市計画学会 
2) 河西奈緒, 土肥真人(2011)「ロンドンにおけるラフスリーパー政策と支援
システムの実態に関する研究」都市計画論文集, vol.46, no.3, pp.1021-1026, 日
本都市計画学会 
3) Johnsen, S. & Jones, A. (2015) The Reconnection of Rough Sleepers within the 
UK: An Evaluation, Crisis 
4) May, J. & Cloke, P. (2014) “Modes of attentiveness: reading for difference in 
geographies of homelessness”, Antipode, vol.46, no.4 
5) Johnsen, S. & Fitzpatrick, S. (2010) “Revanchist sanitisation or coercive care? The 
use of enforcement to combat begging, street drinking and rough sleeping in 
England”, Urban Studies, vol.47, no.8 
6) DeVerteuil, G. et al. (2009) “Complexity and collapse: recasting the geographies of 
homelessness in a ‘punitive’ age”, Progress in Human Geography, vol.33, no.5 
7) Dept. of Communities and Local Government (2006) Getting Connected 
8) Broadway, University of York & Crunch Consulting (2011) No Second Night Out: 
An Evaluation of the First Six Months of the Project, p.19 
9) London Councils (2006) Pan London Reconnection Protocol for New Rough Sleepers 
10) Homeless Link (2014) Assessment & Reconnection Toolkit: Good Practice 
Guidance for Homelessness Services 
 
【補注】 
(1) 移動・居住地選択の自由を原則とする近代都市において、RS 生活者へ
の政策的対応は現地保護が基本であり、個人の持つ地域とのつながりを基
準とするRS政策方針は世界でもほとんど他に類を見ない。 
(2) 代表的なものにFitzpatrick, S. et.al (2009) Homelessness in the UK: Problems 
and Solutions, Chartered Institute of Housingなどがある。 
(3) イングランドでは住宅法のホームレス関連規定を改正する法 Homeless 
Reduction Act（ホームレス削減法）が2017年に制定された。本法は1977年
住宅法以来の重要な改革とも言われ、今後RS政策の展開にも影響を及ぼす
と考えられるが、本研究では2015年9月のヒアリング調査時点のロンドン
の状況を主に記述しているため、2017年以降の改革には触れていない。 
(4) 1977年の住宅法制定まで、ホームレス状態にある人々は福祉行政が管轄
する公的扶助制度により対応されてきた。英国では70年代に起きた住宅危
機により、ホームレス問題は住宅の問題であるという認識が高まり、住宅
行政の管轄する住宅法下でホームレス支援制度が実施されるようになった。 
(5) 住宅法のホームレス制度の認定基準については文献2)を参照。 
(6) 区外から来るRS生活者の支援サービス利用を制限する動きも一部に現
れ始める。例えば当時の文献に「基礎自治体らは自身の地域のホームレス
人口のニーズに応える責任を負い、区外から来たとみられる人々の（ホス
テルへの）アクセスを制限しがちである」という記述がある。PLPG (2005) 
Far More than a Bed, pp.8-9より 
(7) LDBにおいても当初、再接続は各区に協定遵守の通知がなされる程度で、
拡大には至らなかった。 
(8) 2012年に向けた政策目標及び精力的な事業開発・展開は、ロンドン五輪
を機に進められた。当時の政策事業展開については文献1)を参照されたい。 
(9) 2004 年 5 月にチェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニ
ア、ポーランド、スロバキア、スロベニアの8か国、2007年1 月にブルガ
リア、ルーマニアの2 か国がEU に加盟した。これら中欧・東欧10か国の
加盟をまとめてEU東方拡大と言う。 
(10) 中欧・東欧諸国からの移民自体は、低スキルの労働などに多数従事し、
英国の経済成長に寄与している点に注意したい。尚、以下で扱っていない
移民カテゴリとして難民および難民申請者のグループがあるが、これにつ
いては背景となる文脈が大きく異なり、また在留資格・社会保障ともにそ
の他の移民と異なる制度体系が用意されている。 
(11) 2008年以降LDBが事業化した、移民RS生活者を対象とする全3事業
のうち、2015年までに 2事業が終了し、移民RS生活者への対応は出身国
への再接続を行う1事業へと一本化されている。文献1)参照 
(12) 2010年代以降、再接続政策の概念は実践に牽引される形で移民RS生活
者への対応を包含するものへと変化したが、変化後の概念を総合的に示し
たロンドン固有の文書は存在しない。そのため、ここではNSNO事業の全
国展開に伴い2014年に発行された全国ガイドラインを用いる。 
(13) CHAINのアクセス権や本人合意等のルールについては文献2)を参照 
(14) 2012年にRS人口が急激に増加したのは、2011年のNSNO事業開始に
伴いアウトリーチの精度が向上したことも一因であるとの話が聞かれた。
（支援団体St. Mungo’s所属のNSNO職員へのヒアリングより） 
(15) それまでも中央政府出資による広域事業は存在したが、2009年以降は
RS政策の全体方針に大きな影響力を持った。 
(16) NSNO職員、Tower Hamlets区職員へのヒアリングより 
(17) 居住期間には路上で RS をしていた期間やホステルに入っていた期間
も含まれる。また、RS 生活者の支援ニーズのレベルが非常に高い場合は必
ずしも再接続を行うのではなく、状況に応じて区内で保護するケースもあ
る。尚、再接続のオファーに強制力はなく、実態として RS 生活者本人が
これを拒否し路上に留まることも少なからずある。 
(18) 例えばロンドン内の場合、郊外部の行政機関が支援責務を果たさずRS
生活者が中心部に流入するケースがあり、行政機関との交渉が主な支援と
なる。国内他都市の場合、再接続後のサービスの質まで保障することが難
しい事情がある。海外の場合は社会保障を受ける権利など法制度が異なる。 
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