はじめに ――逃げおくれの独り言

「
『逃げおくれた』伴走者」
。本書はそう名付けられた。
「伴走者」は、私たちが提唱し実践し
てきた伴走型の支援者のことであるが……。

時折取材を受ける。
「なぜ、三十年以上もこのような活動を続けられるのか」
。質問の答えに

つい

窮する。
「揺るがない信念」
「消えない情熱」
「海よりも深い愛」……。そんな言葉がちりばめら

れた返答が期待されているのだろうが、申し訳ないがそう答えるわけにはいかない。

始めた頃、少しは「そんな大それたこと」を考えた。だが、それは瞬く間に現実の中で潰え

た。正直「逃げ出したい」
「もうやめたい」そんな思いに何度もなった。どれだけ手を伸ばして
も届かない人の現実は、私たちを諦念へと常に誘った。

一方、
「出会った責任」ということが常に問われた。人は出会ってしまうと「なかったこと」に

はできない。だから「出会った責任がある」と自分たちに言い聞かせた。だが「責任」って何だ。

そもそも、人が人に対して「責任を取る」ことなどできるのか。そんな葛藤の中で「出会った責

任がある」ということと、
「出会った責任を取る」ということは全く違うということに気づかされ

た。私たちは、
「責任を取ること」はできない。どんなに頑張ったとしても。だから「出会った責
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任がある」と、ただただ言い続けたのだ。責任を取れないまま三十年の月日が過ぎた。
きょうじん

「引き受ける勇気」はない。しかし、厄介なことに「逃げる勇気」もなかった。神は、人に
ぜい じゃく

「強靭な勇気」をお授けにはならなかったのだ。
「引き受ける」と思うと腰が引ける。しかし、
この脆弱さには「皮肉な恵み」が含まれていた。そんな「気の弱さ」ゆえに「逃げる」こと
もできなかったということだ。
「引き受ける」こともできず、
「逃げる」こともできない。結果、
「逃げおくれた人々」が現場には残された。
うそ

ほうぼく

「逃げる勇気がなかっただけ」と正直に言ってしまうと、
「立派」と評価された活動のメッキ
は剥げる。別に嘘をついた覚えはない。良い、悪いの問題ではなく、それが私の、そして抱樸
の現実だった。
「嫌だなあ」
「逃げたいなあ」
「なんで俺が」
。そんなつぶやきが止めどなく現場
から聞こえてくる。でも、
「逃げる勇気はない」
。仕方なく今日も現場に通う。私たちは、
「すば
らしく弱かった」のだ。何が「すばらしかった」のか。それは、たとえ仕方なくとも赴いた現
場で思いがけない出会いを経験したことだ。それは、大変だけど決して不幸ではなかった。逃
げおくれたことに感謝さえできた。
聖書にこのような言葉がある。キリスト教を地中海沿岸に広めたパウロという人の言葉だ。

つかい

そこで、高慢にならないように、わたしの肉体に一つのとげが与えられた。それは、高慢になら
ないように、わたしを打つサタンの使なのである。このことについて、わたしは彼を離れ去らせて
下さるようにと、三度も主に祈った。ところが、主が言われた、
「わたしの恵みはあなたに対して十
分である。わたしの力は弱いところに完全にあらわれる」
。それだから、キリストの力がわたしに宿
るように、むしろ、喜んで自分の弱さを誇ろう。だから、わたしはキリストのためならば、弱さと、
侮辱と、危機と、迫害と、行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら、わたしが弱い時にこそ、わたし
は強いからである。
（
「コリント人への第二の手紙」第十二章第七節〜第十節）

パウロには、何か障害があったようだ。目が悪かったという説もある。当時の宗教社会に
おいて「障害」は、神の祝福から漏れている証拠だとされた。伝道者としては面目ない状態だ。
だから彼は、
「離れ去らせてください」と神に祈る。自分を苦しめる「障害という現実」から逃
げ出したかったのだ。そんな彼に、
「私の力は弱いところに完全にあらわれる」と神は語る。パ
ウロは、その言葉に励まされ「喜んで自分の弱さを誇ろう」
「わたしが弱い時にこそ、わたしは
強い」と一歩踏み出す。
これは、にわかに理解しがたい言葉である。特に新自由主義のはびこる現代においては「敗
者の負け惜しみ」に聞こえる。
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だが、私は、このパウロの言葉が今は少しわかる気がする。通常、私たちは「強靭な勇気」
「揺るがない信念」
、そして「海よりも深い愛」を誇る。しかし、彼は「弱さ」を誇る。
「弱
さ」が誇りとなるのなら、
「逃げる勇気がなかった弱い私」を誇る可能性もあるのではないか。
「弱かったからやってきた」
。僕もパウロも逃げおくれ組だ。
おや じ

一方、私たちが出会ってきた野宿の親父さんたち、あるいは困窮にあえぐ人々、行き場の
ない子どもたちも、それぞれ「逃げおくれた人々」だったと思う。自分の安全を最優先に考え、
損得に過敏で、他者と関わることを嫌い、面倒なことからの逃げ足は速い――そういう調子の
いい生き方が、できなった人々と出会ってきたように思う。彼らもまた逃げおくれ組だった。
逃げおくれた人々と逃げおくれた者たちが出会う。それが抱樸の三十年だ。
随分長く逃げおくれてしまった。ついでだから、もうしばらく逃げおくれていようと思う。
最初は、多少ドキドキした。しかし、人間慣れるもので、最近は結構おもしろくなってきた。
「厄介なことからなるべく逃げた方が幸せだ」と思っている人には、この「おもしろさ」はわ
からない。なんとも言えない「幸せ」がそこには確かにあったのだ。
現代人は、逃げ足が速すぎるのではないか。この本を読んでくださった方々が「私も逃げお
くれてみるか」と思ってくださればと思う。
「お前さんも逃げおくれ？」
「そう、私も逃げおく

ばっ こ

こ ばやし

れ」
。そんな仲間が増えたらいいなあ。
「逃げおくれ組」が「跋扈」する社会は、今よりか多少
なりとも生きやすくなるような気がする。
いと が かず お

この本の出版は、二〇一七年に私が糸賀一雄記念賞をいただいたその会場で本の種出版の小 林
けい こ

恵子さんと出会ったことから始まる。小林さんの熱心な説得に「書きます」と言ってしまったが、
）で公表した文章、コロナ緊急支援としてＮＰＯ法人抱樸が行ったクラウ
note

その後、書く余裕はなく三年が過ぎた。当初計画していた企画とは違う本となったが、この間私
がネット等（主に

ドファンディングの応援企画の対談（ YouTube
抱樸チャンネル）にご出演くださった方々との
対話の記録などが収録されている。まとめて書いた文章ではないので、文体などもまちまちで読
みにくいが、ご容赦いただきたい。時代の発言の記録として読んでいただければ幸いだ。
原稿催促のメールに全く返事をしない僕を、粘り強く応援くださった小林さんと本の種出版
くにひこ

き だ かつひさ

とうごうせい み

の方々、本書を形にするにあたってご助力くださった諸氏、特に写真の提供をしていただいた
はなもとこういち

うえ だ のりゆき

タカオカ邦彦さん、木田勝久さん、扉のイラストを描いていただいた東郷聖美さん、デザイナ
わかまつえいすけ

たま き ゆきのり

も ぎ けんいちろう

ーの花本浩一さんに感謝したい。また、対話の記録の収録を快諾してくださった上田紀行さん、
若松英輔さん、玉木幸則さん、茂木健一郎さんに、心よりお礼を申し上げる。
奥田知志
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ホームレス自立支援とは何であったのか

「あんたもわしも おんなじいのち」
生産性とは何か――手段は目的に従属する
神の創造された世界とドブネズミ
やまゆり園事件植松被告の死刑判決を受けて――今生きているということの絶対的な価値をつくる
今、人間として

ステイホームとフロムホーム。たとえ離れていても、家からできることをやろう！
ラジオ番組より

第２章 罪ある人間
おばあちゃんのラーメン
「罪人の運動」

赦されながらやってきた――活動の背景
Ｈ君の帰郷
文化人類学者が見るポストコロナ社会 （対談の相手：上田紀行さん）

ダメだけど、そんなこともある――クリスマスの街角で
オンライン対談より

第３章 他者と出会う
助けてと言えない四つの理由、それでも希望はある
「なんちゃって家族」の最大の特徴は「質より量」であること
確信犯の時代――日常とは
「無縁社会・孤独社会」が生み出した独特の課題
世界を優しくする力――新型コロナが広がる日々の中で
問題解決も自己実現も、すべては「出会い」から
最後まで残るもの――九右衛門、長兵衛を訪ねる
俺は人間か――自問自答してはいけない問いを抱えて
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コロナ禍を生きる① （対談の相手：若松英輔さん）

臭いと出会い――おいそれと「新しい生活様式」には行けない僕と抱樸と
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災害は、それまで隠れていたものをも明るみに出す。

（ 2019/11/07 note
）

「災害はすべての人に平等に訪れる」と言う人がいる。確かにそうかも知れない。しかし、現
実は違う。災害は、それまで社会が覆い隠していた「格差」をあぶり出す。被害はすでにあっ
た「格差」を踏襲する形で現れるのだ。
台風が関東を直撃していた最中、東京・台東区の避難所が「住民ではない」との理由でホー
ムレスの受け入れを拒否した。これについて台東区の災害対策本部では、
「路上生活者は避難所
を利用できないことを決定している」と回答したという。
あの日、テレビは「いのちを守る最大限の努力を」と繰り返し呼びかけた。
「災害救助法」で

は「現在地救助の原則」を定めており、住民票に関係なく現在地の自治体が対応することにな
っている。
「いのち」が何にも優先されなければならない、それは言わずもがなの事柄だ。しか
し、現実は違った。
台東区の対応が批判されるのは当然だ。しかし、一方でこのような対応がなされる背景に今
日の社会を覆う「空気」のようなものがすでにあったのだ。
ヘイトスピーチが公然となされ数々の分断線が引かれている。
二〇一六年七月には、相模原市において重い障害のある人々が十九人殺された。理由は「生
きる意味がないいのち」だからだった。
「意味のあるいのち」と「意味のないいのち」という分断線が引かれたのだ。
「ＬＧＢＴは子
どもをなさないから生産性が低い」と雑誌に書いた国会議員がいる。雑誌は廃刊となるが、本
人は議員を続けている。なぜか。この議員の差別性は言うまでもないが、この議員の発言を支
ゆが

持する人々が一定数いるからだと思う。
「歪んだ生産性偏重の圧力」が私たちを分断する。
今回の台東区の排除の一件は、役所の問題であると共に、このような「排除」や「差別」が
横行する社会の実相を台風があぶり出したということだと思う。
「ホームレスになったのは自己
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第１章
おんなじいのち」
「あんたもわしも

責任。だから助ける必要はない」という社会の「空気」が、この件の背後にはある。
経済格差が問題とされて久しい。しかし、これらの現状は「いのちの格差」が生じているこ
とを表している。
先日、ある高校で講演をした際（その日は相模原事件をテーマにした講演だったのだが）
、講
演の冒頭「
『一人の生命は地球より重い』って言葉があるでしょう」と語りかけた。会場は静
まり返っていた。不安に思い「この言葉を知っている人」と尋ねると、二人だけが手を挙げた。
会場には六百人以上の生徒がいたのだが。
一九七七年に起こったハイジャック（航空機乗っ取り）事件に対して、日本政府は強硬措置
ふく だ たけ お

を取らず、身代金の支払い、
「超法規的措置」による逮捕済みの犯人グループの引き渡しを認め
た。その判断の根拠として、当時の内閣総理大臣であった福田赳夫が「一人の生命は地球より
重い」と述べたのである。
た

それがあの言葉だった。当時、私は十四歳、中学生。
「この国は良い国だ」と思えた。
しかし、あれから四十年余りが経ち、この言葉は継承されることはなかった。それはなぜか。
「そんな当然のことは、言わずもがなだ」ということか。

あるいは「そんなきれいごとを言っても、現実は『大事にされるいのち』と『そうでもない

トピック
相模原事件
二〇一六年七月二十六日未明、
相模原市の県立知的障
害者施設「津久井やまゆり園」
（運営は社会福祉法人か
ながわ共同会）で、
入所者の男女十九人が刃物で殺害さ
うえまつさとし

れ、職員二人を含む二十六人が重軽症を負った事件。
犯人は元職員の植松聖（事件当時二十六歳）
。自ら所
轄の津久井警察署に出頭したもので、
「意思疎通できな
い障害者は殺した方がいい」
との考えに基づく犯行と主
張した。
二〇二〇年一月から横浜地裁にて裁判員裁判が
開かれ、植松被告の刑事責任能力などが問われたが、そ
の主張は一貫して変わらなかった。
三月十六日に求刑通
り死刑判決が言い渡され、控訴期限の同月末、弁護士に
よる控訴を被告が取り下げたことにより、
死刑が確定し

トピック
一九七七年に起こったハイジャック事件
一九七七年九月二十八日に、パリのシャルル・ド・
ゴール空港発、東京国際空港行きの日航機が、経由地の
ムンバイ空港を離陸直後、武装した日本赤軍グループ五
機は、バングラデシュの首都ダッカのジア空港に着陸

名により乗っ取られた事件。
し、犯人グループが人質（乗員十四名、乗客百四十二名
〈犯人グループを含む〉
）の身代金六百万ドルと、日本
で服役・拘留中の九名の釈放および日本赤軍への参加を
要求、拒否あるいは回答なしの場合、人質を順次殺害す
ると告げた。日本政府は十月一日、要求を受け入れ、同
日本赤軍は日本の新左翼系武装組織。一九七〇年代か

日、身代金と、釈放に応じた六名などを現地に送った。
ら八〇年代にかけて多数のゲリラ事件やテロ事件、ハイ
ジャック事件を起こし、未だ国際手配中の犯人もいる。
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た。
「相模原障害者殺傷事件」
「
（津久井）やまゆり園事
件」などとも呼ばれる。
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