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Introduction

The following is a report of a visit to Japan, in February 
2004, of a number of people from the British volun-

tary sector involved with homelessness, who met and 
exchanged experiences with homeless groups in Japan, 
NPOs and government officials. The visit was the initiative 
of Links Japan in London. The British Council in Japan 
provided some funding for the project. 

 The report begins with some facts about homelessness 
in Japan, for those who are unfamiliar with it, and brief 
comparisons with the UK.  It concludes by highlighting 
some observations of the visitors and offering some dis-
cussion points, based on experiences in the United King-
dom, for those in Japan who are working to address the 
problems faced by the homeless there. These discussion 
points have been prepared by two of the participants and 
are accompanied by offers from the UK voluntary sector 
of further sharing over the issues and action involved. 
They are summarised at the end of this report. 

 The visit was  the subject of media coverage, of which 
examples are attached, along with details of 
he participants

.

Statistical comparison

A great deal of information has been compiled about the 
profile of the rough sleepers in Japan, which it is not neces-

sary to repeat here. It is worth, however, remarking that this 
information about each individual is more comprehensive than 
comparable information in the UK. This in itself may be a com-
ment on the permanent nature of homelessness in Japan as 
well as an opportunity to combine such detailed analysis with 
more immediate action. 

Japanese government figures show that there are in excess of 
25,000 people sleeping rough.  Many voluntary sector repre-
sentatives believe it is many more than that.   Perhaps there 
are about 10,000 more in temporary shelters. In the UK, the 
number is around 500 sleeping rough (1) with a further 15,000 
in temporary access shelters.  Rodney Hedley of the Hilden 
Charitable Fund (Using figures from the London Resource 
Information Service and Shelter), estimates that the number 
of single people in ‘temporary’ hostels in England is around 
35,000, of which 15,000 will be single people living in ‘direct’ 
access or short term or night shelter accommodation. (2)
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はじめに　
以下は、2004年2月に、英国のホームレス問題に取り組んでいるボランタリー団体から日本に派遣

されたボランタリー活動家による報告である。彼らは、日本のホームレス団体、非営利組織、政府当局
の担当者と面談し、情報を交換した。この訪問は、ロンドンに本拠を置くリンクス・ジャパンの企画立案
によるものである。ブリティッシュ・カウンシル（日本）からは、本調査活動に対する資金援助を受けた。

本報告書では、まず、日本のホームレスの現状を、日本のホームレス問題に精通していない人を対
象にして、簡単な日英比較を交えて、紹介する。結論を先取りすれば、英国人訪問者による観察結果を
強調するとともに、いくつかの課題を、連合王国での経験に基づいて、日本のホームレス問題に取り組
んでいる人たちに、提案することになる。これらの課題については、英国のボランタリーグループによる
日本との交流を通して、２名の参加者によって準備された。
その提案は、このレポートの最後に記している。

調査参加者と調査内容に関する詳細は、本報告書に添付した新聞、雑誌で紹介されている。また、今
回の訪問については、テレビでも取り上げられた。

統計的比較
多くの資料が編纂され、日本のホームレス、すなわち路上生活者の実像が紹介されているので、それ
を、ここで繰り返す必要はないであろう（たとえば、社会福祉法人全国社会福祉協議会「ホームレス支援
をすすめるために―地域の実績事例から学ぶ」、東京社会福祉士会・ホームレス関連問題研究委員会「
新宿区路上生活者実能調査事業報告書」）。しかしながら、注目に値するのは、これらの中の個別情報
が、連合王国における同種の情報と比べ、より包括的なことである。そのこと自体が、日本のホームレス
が永続的な性格を有している、という解釈に結びつくのかもしれないし、この種の詳細な分析をいっそ
う直接的な活動に結びつけることを可能にする、ということになるのかもしれない。
日本政府の数値が示すところによると、25,000人を超える人びとが野宿をしている。多くのボラン
タリー団体の代表者たちは、実際にはもっと多い、と信じている。おそらく、さらに10,000人を超える
人びとが、臨時保護施設に入っている。連合王国には、こうした人びとが15,500人前後いる（そのうち
15,000は一時的に利用可能な保護施設に入っていて、わずかに500人が野宿をしているにすぎない
(2004年5月現在））。(1)
次の表は、ホームレス・路上生活者の実態の概要を日英比較したものである。ロンドン資料情報サー

ビス(The London Resource Information Service and Shelter)の数値 によって、ヒルデン公益基金のロ
ドニー・ヘドリー保護施設(Rodney Hedley of the Hilden Charitable Fund)が推計を行うと、イングラ
ンドの｢臨時｣保護施設に居住している単身者の人数は、およそ35,000人で、そのうち15,000人は、「直
接」利用可能、短期利用可能、または夜間利用可能な保護施設で暮らしている、と考えられる。(1)

日英ホームレスレポート英国から見た
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Japan
SLEEPING ROUGH: 25,000 (an independent survey in the winter of 2003 
counted 7,757 rough sleepers in Osaka, 6,361 in Tokyo and 2,121 in Aichi.)
• 93% are MEN
• AGE RANGE:
        Aged in their 30s:   4%
        Aged in their 40s:  15%
        Aged in their 50s:  45%
        Aged in their 60s:  30%
        Aged in their 70s:    4%
• 65% HAVE SOME KIND OF JOB
• 60% say they do not want to use public accommodation
• 60% reported cause of homelessness was lack of job or immediate
   financial problems
• 22% had been homeless for 5 to 10 years

UK sources: (1) Figures provided by enquiries to the Resource Information Service 
(www.ris.org.uk) and Shelter December 2003 (Dale Cooper).  (2) Homeless Directorate 
Website 2004 (Offi  ce of the Deputy Prime Minister, June 2004). (3)  Single Homeless People 
in London: Profi les of Service Users and Perceptions of Needs  by Dr Maureen Crank and Professor 
Anthony Warnes, Sheffi  eld Institute for Studies on Ageing, University of Sheffi  eld (www.
shef..ac.uk)  published  2001.  本調査は、以下のロンドンに本拠を置くホームレスを対象にし
たサービス提供機関、Thames Reach Bondway Housing Association (現 Thames Reach 
Bondway ) およびSt Mungo’s の委託によって実施された。  (4) Millennium Plus Year by Rebecca 
Carpenter, Shelter 2001
Japan sources: Japan Labor Bulletin June 2003

UK
There are now estimated to be 504 rough sleepers in the UK (March 2004) (2)
To understand the age profile of rough sleepers we have to rely on sample surveys. A 
study (3) of 792 people who slept rough in the period April 1999 and March 2000 found 
that: 
 18% were aged under 25
 19% were aged 50 and over
 6% were from minority ethnic groups
Another major survey of single people sleeping rough, and in hostels, found the following 
profile, based on a sample of 1,535 people individually interviewed. (4)
 * 88% are men 
 * Age:   under 18: 3%
                   18-24:     24%
                   25-34:      32%
                   35-44:      22%
        45-59:      16%
       60 plus:    3% 
* 95% have no job
*7% report that homelessness is due to financial problems. Eviction and relationship 
breakdown is reported as the major immediate cause of homelessness, 72%; and 14% 
are homeless because they have just been released from prison
*70% have a drug or alcohol problem 
* 27% have long term mental health problems 
* 20% have physical health problems 
* 12% had been homeless for more than 5 years
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英国
•野宿者（イングランド）：504人（2004年5月：英国政府による最新の数値)
•野宿者の年齢層については、標本調査に頼らざるをえない。1999年4月－2000年3月までの期
間、野宿をしていた792人についての大規模な調査によると、以下のとおりである。(3)   　　
       ・18% は、年齢25歳未満であった。
　　・19% は、年齢50歳以上であった。　　
　　・6% は、少数派民族の人びとであった。
•野宿をしている単身者と保護施設で暮らしている単身者についての大規模な　調査によると、
ホームレスには、次のような特性が見られる。数値は、15,000人の標本を対象に、個別に行われ
た聴き取り調査に基づくものである。 (4)
　　　・88 ％が、男性。
　　　・年齢:    18歳未満：  3％
　　　　　　　18－24歳： 24％　
　　　　　　　25－34歳： 32％
　　　　　　　35－44歳： 22％
　　　　　　　45－59歳： 16％
　　　　　　　60歳以上：  3％
・95％ は、無職。
・7％ は、金銭問題がホームレスになった原因。
・72％は、家族関係の破綻および立ち退きが、ホームレスになった主要かつ直接の原因。
・14％ は、刑務所から釈放された直後であることが、ホームレスの原因。
・70％ は、薬物またはアルコールに関連する問題を抱えている。
・27％ は、長期にわたり精神衛生上の問題を抱えている。
・20％ は、身体的な健康問題を抱えている。
・12% は、ホームレスの期間が5年を超える。

日本
•野宿者：25,000人（2003年冬の民間調査によると、7,757人が大阪、6,361人が東京、2,121人が   
愛知で野宿）
• 93％ が、男性。
• 年齢層：30歳代：  4％
　　　　40歳代：15％  
　　　　50歳代：45％
　　　　60歳代：30％
　　　　70歳代：  4％
•65％ は、何らかの職を得ている。
•60％ は、公的宿泊施設を利用したくない、という。
•60％は、ホームレスになった原因が、働き口の不足、または当面の金銭問題
•22％ は、ホームレスを5－10年間していた。 
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The following gives a brief comparison of the profile of the 
homeless in the two countries.

UK background

In the UK, local government, since 1977, has a duty to provide 
permanent  accommodation to homeless households who 

have a ‘priority’ need, and either temporary accommodation 
or ‘advice and guidance’ whilst the authorities assess whether 
somebody is indeed in ‘priority need’. This includes families 
with children and people who are considered vulnerable, 
because of age or mental or physical health problems. At the 
end of September 2003, local government was housing 93,930 
households in temporary accommodation. Many of these 
households are from ethnic minorities. The huge increase in 
numbers having to live in temporary, especially bed and break-
fast, accommodation partly results from the large numbers of 
destitute asylum seekers in the UK (36,000 at the end of 2000). 
This is not an issue in Japan where asylum seekers num-
bers are small in comparison. In the UK the term ‘homeless’ 
therefore includes those people without a permanent home (eg 
living in hostel or bed and breakfast accommodation) and not 
just the rough sleepers.

Japan background

The contrasting profiles above show that in the UK the 
majority of homeless people are not in work, and in spite of 

employment initiatives, to a great extent, are not expected to 
obtain work in the short term because of their mental health 
problems and chaotic lifestyles. They can therefore, effectively, 
be described as unemployed or unemployable, (or the financial 
incentives to work are not high enough, in spite of the legal 
minimum wage). In Japan more than half the unemployed 
have no income. The bulk of the homeless are former day 
labourers and casual factory workers who are always hopeful 
of work and do whatever work they can. 65% do some kind 
of work (73% of this group are involved in rubbish collection). 
Although day labourers persist in trying to find work at the 
yoseba labour exchanges, through the public employment 
offices or the tehaishi (contractors – who are often yakuza or 
affiliated to the yakuza) the reality is, in addition to the decline 
in demand for physical labour, fewer and fewer jobs actually 
come through these channels as alternatives become more 
numerous - employment agencies (which are not physical 
spaces), specialist magazines, newspapers, the internet etc. 
Yoseba are turning into areas of permanent homelessness and 
entrenched poverty. 

One of the main causes of homelessness in Japan is lack of 
rent money – possibly due to problems of claiming entitlement 
to public welfare support, the prohibitive size of bonds (depos-
its) and the necessity of finding a guarantor.

Although Japan has generous provisions of unemployment 
benefit in for up to a year, under compulsory insurance 
schemes, public assistance thereafter is limited, difficult to 
access and varies depending on the criteria of each local au-

“I used to be a gardener, but I lost my job, so I am living 
in the park. I am working at forestry for six months from 
next week, in the countryside. I do not need to sleep 
rough then, because I can get accommodation. I will save 
money from my wages, but it won’t be enough money 
for rent in Tokyo. If you rent a cheap flat, it costs £2000 
before you start, and the money will never be refunded. 
Also I don’t have a guarantor for rent, so I will have to go 
back to live in the park after that job finishes. I will live on 
the money I have saved until I can get another job.”
Below
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連合王国における問題の背景
連合王国では、地方自治体に、1977年以降、永住宿泊施設を、「優先順位の高い」ニーズを有している

ホームレス世帯に対して提供する義務が課されている。この範疇には、子どもがいる家族、年齢的に、あ
るいは精神障害・身体障害のために弱い立場にある、と考えられる人びとが、含まれている。2003年9月
末には、地方自治体の臨時宿泊施設に、93,930世帯が居住していた。臨時宿泊施設、とりわけ朝食付き
の宿泊施設で暮らさなければならない人びとが激増したのは、一つには、極貧の難民が連合王国に多数

（2000年末で36,000人）いることによる。この点については、日本では、難民の数が少ないため、問題に
なっていない。なお、英国では、ホームレスには、保護施設入所者と路上生活者の両方が含まれ、長期間
にわたって保護施設で生活している場合にも、ホームレスとみなされる。

日本における問題の背景
上述の連合王国における事情が日本と対照的なのは、英国のホームレスの大多数が職に就いていな
い、という点である。雇用促進策がとられているにもかかわらず、大方のところ、これらの人びとが、短期間
のうちに就職できる、とは考えられていない。というのも、これらの人びとには精神衛生上の問題があった
り、これらの人びとが無秩序な生活をしていたりするからである。したがって、これらの人びとは、実態に即
して、失業者または雇用不適格者とされている（あるいは就労を促すに足るだけの金銭的な誘引が、法
定最低賃金が定められてはいるが、十分ではないのかではないのかもしれない）。
日本では、失業者の過半数は無収入である。ホームレスの大半は、元日雇い労働者や元臨時工で、常
に仕事を求めており、できることなら、何でもする、という人たちである。ホームレスの65%は、何らかの仕
事をしている（そのうち73%は、廃品回収をしている）。日雇い労働者は、「寄せ場」と呼ばれる職業紹介所
で、仕事を探し続けるが、公共職業安定所や手配師（請負人:彼らは、しばしばヤクザやヤクザの関係者で
ある）を通じて仕事を探すというのが、「寄せ場」の実態で、肉体労働に対する需要の減退に加え、現実
には、この種の経路を通じての仕事は、代替的な経路（事務所を構えていない）職業紹介業者、専門雑誌、
新聞、インターネットなど、が非常に増えてくるにつれて、ますます減少してきている。寄せ場は、恒久的な
ホームレスと貧困の溜まり場になってきている。
日本におけるホームレス問題の主要な原因の一つは、家賃貸付制度がないことである。おそらく、生活
保護の申請に関連する諸問題、法外な保証金（手付金）、そして保証人を探すことが困難なことが、原因
になっているのであろう。

「私は庭師でした。でも失業して、公園で野宿しています。来週から、半年の契約で、田舎で林業し
てきます。住み込みですから、外で寝泊まりしなくてすみます。給料は貯めるつもりだけど、東京で部
屋を借りるには、足りないでしょう。はじめに敷金、礼金、前家賃など、３５万はかかるでしょう。それ
らは戻って来ないお金だし。私は保証人もいないし。この仕事が終わったら、また公園に戻るしかな
いと思う。そして、次の仕事が見つかるまで、その貯金で暮らすようになります。」　ポートレート左

日本には、最長1年という寛大な失業給付規定があり、強制保険制度のもとで運営されているが、その
後で適用される公的扶助は、制限的で、申請が困難なうえ、支給基準も住んでいる地域や家族人員数な
どによって異なる。原則として、公的扶助は、「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立
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thority. In principle it is supposed to ‘guarantee the minimum 
standard of a wholesome and cultured living and to enhance 
independence’ (Livelihood Protection Law, 1946) and can 
consist of one or more of the following types of aid – liveli-
hood, education, housing, medical, long term care, maternity, 
occupational and funeral. 76% of the homeless have never 
had public assistance, (applicants need a permanent address 
and must be over 65 or be too ill or injured to work). 70% have 
never even been to a welfare office. 30% of homeless people 
are in their 60s. In the UK the figure is 3%. The expectation in 
the UK would be that these people would be ‘pensioned off’, 
through guaranteed income support or invalidity benefit. (The 
UK government has accepted the ‘death’ or decline of certain 
industries, as the Japanese government could do in the case 
of some aspects of the construction industry). 

The average age of homeless people in the UK and Japan is 
35 and 59 respectively; people become homeless in Japan 
later in their lives and have thus had housing and jobs (and 
achieved a greater degree of social integration) for longer 
than in the UK – and, crucially, more recently. This is visu-
ally confirmed on the streets, where the Japanese emphasis 
on courtesy survives street homelessness. Also they appear 
more concerned with personal cleanliness and, superficially, 
do not exhibit excessive alcohol, drug or mental health 
problems. But there has been little attempt to move them on, 
because the authorities do not seem to know how to tackle 
the problem and this gives the appearance that they have 
officially been accepted. 

As everywhere, in Japan life on the streets can be life-threat-
ening and there are several hundred fatalities each year. Most 
are the result of poor health and conditions of high blood pres-
sure, and anaemia and of chronic degenerative diseases. TB 
is now a growing problem and depression and psychosomatic 
disorders are not uncommon. In Japan, as in the UK, health 
care is not easily available for those on the streets. General 
public opinion about rough sleeping is very largely unsympa-
thetic, if not fiercely critical. Street dwellers are regarded as 
‘vagrants’. This strong and historic social prejudice makes it 
extremely difficult for homeless people to get jobs and they 
end up, at best, with the most dangerous, difficult and low paid 
jobs. Ill health, which may result, is often the cause of their 
losing their jobs which may lead to loss of housing. Manifesta-
tions of the antagonism of ordinary people can also be seen in 
the strength of opposition from local communities, such as in 
Kawasaki recently, to the building of temporary shelters for the 
homeless in their areas. 

“I ask the Ward Office, “Are you pleased with homeless people’s 
deaths?” Are a human’s life and death only a start and a finish? 
Is a death on the street a human’s death?” A homeless man 
after the death of a friend

Many areas actually prohibit street dwelling and some local 
authorities evict rough sleepers. Such action receives nega-
tive publicity around the world. Japanese rough sleepers do 
also suffer, occasionally, from violent attacks.

Kubo-san, died January 2004

"I have never stolen or begged, because I have kept my 
pride even though I have become homeless.  I am sixty-
five and I have a job as a cleaner for four days a week. 
Look, this is my job-identification. I have money for food, 
here, look! But it is difficult to find a flat. If the government 
just supported me a little in finding accommodation, I 
could get back to a normal life" Homeless man
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を助長する」（生活保護法（1946年））ことになっていて、公的扶助には次の８種類 生活、教育、住宅、医
療、介護、出産、生業、および葬祭、があり、そのうちの1つ以上の扶助を受けることができる。ホームレス
の76%は、公的扶助を受けたことがない（申請者は住民登録をしていなければならず、65歳超か、傷病
のため就労不能でなければならない）。ホームレスの67%は福祉事務所に行ったことさえない。ホームレ
スの人たちの30%は60歳代である。連合王国では、60歳代は3%である。連合王国では、これらの人びと
は、保証所得扶助または障害者給付によって「年金を受給」している、ということである。
（連合王国政府は、いくつかの産業が「消滅」したことを認めている。日本では、土木建築業界が長期
的に低迷を続けていることを、政府が認め、何らかの対策を講じるべきであろう。）
もう一つ重要なホームレスの性格についての相違点は、連合王国と日本のホームレスの平均年齢に、
それぞれ35歳と59歳という、大きな開きがあることである。日本では、特に最近は、中高年齢者がホー
ムレスになっていて、連合王国のホームレスと比較し、長期間にわたって、住居と職業を持っていたため、
ある程度、社会的適応ができている。この点については、日本のホームレスは、礼儀正しくて、丁寧で、身
の回りを清潔にしていることからも、視覚的に確認できる。
外見上は、過度の飲酒、薬物中毒、あるいは精神衛生上の問題が、深刻化しているようには見えない。
彼らの仮りの住まいは、しばしば段ボールや青いプラスチック板でできていて、すべてについて、連合王
国と比較し、よく考えられ、うまくできている。しかし「そこからもっとよいところに移ろう」とは、ほとんどし
ない。したがって、仮りの住まいが多かれ少なかれ恒久的な住まいになり、当局は、それを許容しうる、と
みなしている、という印象を与える。

「盗みや物乞いはしたことないよ。ホームレスになったからって、プライドはあるからね。私は６５
歳だけど、そうじの仕事を週４日してる。見てごらん、これ仕事先の身分証明書。食べるためのお金
はここにあるよ、ほら！でも、アパートを見つけるのは難しい。部屋を借りるのに、国が少しだけ助け
てくれたらねえ。普通の生活に戻れるんだけどね。」　

どこであろうと、日本では、路上生活には生命の危険が伴い、数百人の死亡者が毎年出ている。大多
数は、病弱なためであり、高血圧、貧血症、慢性消耗疾患という病気のためである。結核も、今、大きな問
題になっているが、うつ病と心身障害は一般的ではない。連合王国では、定住場所がなく、国民保健サ
ービス（NHS）に登録していない野宿者、日本では、住民登録をしていないホームレスは、病気になったり、
怪我をしたりした場合に、簡単には公的医療保障制度を利用できない。
一般的な、野宿についての世論は、圧倒的多数が、激しく批判しないまでも、同情的ではない。路上居
住者は「浮浪者」とみなされている。こうした強い、しかも歴史性を有する社会的偏見は、ホームレスの人
たちが職を得ることを極端に難しくしていて、結局、うまくいっても、もっとも危険で、困難な、低賃金の仕
事をすることになる。こうしたことから、ホームレスの人たちは、病気や怪我をする可能性が高い仕事に
つかざるをえないが、いったん健康を害すると、収入がなくなり、したがって、野宿をせざるをえなくなる。
一般の人たちのホームレスに対する敵意が明らかなことは、最近、川崎などで、ホームレスのための臨時
保護施設の建設に対して、施設が建設される地域の人びとが強く反対したことにもうかがえる。

久保武志さん、２００４年１月に亡くなる。
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‘I have been offended many times by stupid men who very often 
ask me to sell my body. They are not homeless men- they are 
ordinary men. They don’t imagine that I will refuse them, because 
I am a homeless woman…They don’t think they are being rude to 
me. They think it is OK to do anything with a homeless woman. I 
will never become a prostitute, because I have pride.’  Homeless 
woman

The role of the voluntary 
sector

Services for street dwellers in the UK are almost totally 
provided by the voluntary sector, making it a major volun-

tary sector activity, with significant funding from the state. The 
voluntary sector is also vital in Japan – 73% of the homeless 
claim to have received aid from voluntary groups. Many of 
the services which exist for the homeless are provided by 
the non-governmental sector – as itaku jigyo commissioned 
and paid for by local government. Such organizations are not, 
fundamentally, independent of government, and their staff are 
often local government officials on secondment. They fulfil, 
on behalf of local government, the latter’s responsibilities 
under the 2002 Law for Special Measures Concerning Sup-
port for Independence of the Homeless and run Jiritsu Shien 
Senta – (Independence Support Centres) and Kinkyu Hinanjo 

– (Emergency Temporary Shelters). The former centres provide 
counselling support on employment, health and other daily 
lifestyle issues to their residents whose length of stay varies 
according to the city but does not exceed 6 months. They also 
run some job-creation schemes, such as public cleaning of 
roads and parks and waste recycling. The latter have a more 
limited remit, largely restricted to providing a bed and shelter. 
Many do not even offer meals.

More recently independent NPOs have emerged to deliver new 
services for the homeless, especially in the form of counselling 
on employment opportunities, public assistance entitlements, 
(including the provision of postal addresses, which are essen-
tial for the application process), access to health care and on 
how to deal with debt and on other financial and lifestyle con-
cerns (some, for example, will act as guarantors for the rental 
of accommodation). Some of the NPOs also run day-care and 
drop-in centres and provide basic, hot and nutritious meals. 
They are also beginning to engage with the local authorities 
to ensure that livelihood protection is provided to homeless 
people who cannot support themselves. These NPOs services 
are run for the most part by dedicated, young volunteers whose 
principal training is on the job. Many of them are developing a 
range of interesting new initiatives, including ‘social enterprises’ 
which create building renovation and home helper service and 
other jobs. Staff and volunteers alike approach their work with 
passion and commitment.

Alongside the ‘formal’ voluntary sector (of koueki houjin, public 
benefit corporations) and the ‘informal’ voluntary sector (of 

Volunteer doctors working with a homeless support group, Tokyo
ホームレス支援グループとボランティア医師、東京にて
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社会福祉事務所で言ったんだ。「ホームレスが死んで嬉しいですか？人の命と死は、単にはじま
りと終わりなんですか？路上での死は、人としての死なんですか？」  友人を亡くしたホームレス

多くの地域が、実際に路上生活を禁じていて、いくつかの地方自治体では、野宿者を立ち退かせてい
る。こうした取り締まり行為を、世界中のメディアが批判の目で見ている。日本の野宿者は、また、ときに
暴行を受けることがある。

「よく、体を売らないかってバカな男らに声をかけられて、頭に来るよ。奴らホームレスじゃなよ、普
通の奴ら。私が冗談じゃないって言うと、奴ら驚くんだ。ホームレスが断るとは思ってないから。ホー
ムレスの女だったら、何でもするって思ってるんだよ。悪かったなんて思ってないしね。私は売春な
んかするつもりは全くない。プライドがあるからね。」  ホームレス女性

ボランタリー部門の役割
　連合王国における路上生活者のための各種のサービスのほとんどすべてを、ボランタリー部門が
提供していて、主要なボランタリー部門の活動の一つになっており、国家から資金援助を受けている。ボ
ランタリー部門は、また日本でも重要な役割を果たしている。ホームレスの73%がボランタリー団体から
援助を受けたことがある、といっている。現在実施されているホームレスのためのサービスの多くは、非
政府部門によって提供されている。地方自治体からの“委託事業”として、また地方自治体が費用を負
担する事業として実施されている。この種の組織は、基本的には、地方自治体から独立したものではな
く、職員は、しばしば地方自治体から派遣された地方公務員である。彼らは、地方自治体に代わって、ホー
ムレスの自立の支援等に関する特別措置法（2002年）に基づく義務を果たしていて、“自立支援センタ
ー”と“緊急避難所”を運営している。前者は、センター入所者の雇用、健康、その他の日常生活上の問題
に関する相談にのる。センター入所期間は市によって異なるが、6ヶ月を超えることはない。これらの組
織は、また、いくつかの雇用創出制度を運営していて、道路と公園の清掃公共事業や廃棄物再生などを
行っている。後者では、もっと事業目的が限定されていて、大方は、宿泊施設の提供のみである。多くは
食事さえ提供していない。

さらに最近になって、独立非営利組織が、ホームレスのための、いくつかの新しいサービスを始めるよ
うになった。特に、雇用機会、公的扶助の申請資格（申請手続きに不可欠な住民登録規定を含む）、受診
機会、借金の返済方法、その他の金銭上・生活上の問題に関する相談にのる、というかたちで、サービス
を実施している（たとえば、いくつかの組織は、住まいを借りるための保証人を務めている。）いくつかの
非営利組織は、また、日中だけ利用できる施設や気軽に立ち寄ることができる施設を運営し、欠かすこと
のできない、暖かい、栄養のある食事を提供している。これらの組織は、さらに、地方当局と提携して、確
実に、自立できないホームレスの人たちの生活を守る施策を提供できるようにし始めている。これらの
非営利組織によるサービスは、大部分、献身的で、若いボランタリー活動家によって運営されているが、
彼らにとっての主な訓練の場は、その仕事を実際に行う過程である。彼らのうちの多くは、広範囲にわた
って、興味深く、新しい、先導的な活動を展開している。その中に含まれる「社会的企業」は、建物の修繕、
家事援助、その他の仕事を創出している。職員とボランタリー活動家は、一様に、自分たちの仕事に、情
熱と責任感を持って取り組んでいる。
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registered and unregistered NPOs) the private sector offers 
services, mostly around accommodation. These begin with 
the traditional doya rooming houses but now encompass new 
welfare apartments, created from remodelled labour lodgings, 
which offer special support for particular categories of street 
dwellers, usually those of more advanced age or with alcohol-
ism or mental disorders and include barrier-free features and a 
common recreation room. 

Finally, the homeless themselves, in various areas, have be-
come more politically active. An example is the formation of the 
Campaign of the Coalition of the Homeless, after the Shinjuku 
evictions of 1998, which called for jobs, affordable housing and 
a programme of public education to end discrimination.

Challenges for Japan

The Japanese government has acknowledged the serious-
ness of the homeless situation and has introduced new 

legislation in 2002 (the Special Law on Temporary Measures 
to Support Self Reliance of Homeless People) to try to address 
some of the major problems. It lays down a programme for 
local government, working with voluntary organizations, to give 
practical help to people to move into independence with the 
provision of appropriate accommodation, support and advice 
on health and welfare problems and by providing temporary 
employment and skills training. This has achieved improved 
access to benefits and encouraged the creation of new housing 
for the homeless. However the measures stipulated by the 
law are only temporary and many of them have not yet been 
brought into effect.

"After hospital, I came to this park for a rest. In Japan, if you 
are under 65 years old, it is very hard to get any kind of social 
welfare even though you are ill. Unfortunately, I am in my late 
50’s. I was given the hospital fees by the social services when 
I was in hospital, but it was not easy to get, and a week was 
the limit. Generally, they don’t want to pay any more, so I had 
to leave hospital." Day Labourer with a chest infection sleeping 
without a shelter, winter. (Right)

On most aspects, central government delegates responsibility 
for homeless issues to local authorities where, by and large, 
it does not rest in the hands of civil servants with seniority. 
There is a huge disparity between the provisions made for the 
homeless in different areas of Japan and there continues to be 
an invisible fault-line, which makes ‘joined-up’ policy difficult, 
between employment policy and housing policy - the traditional 
responsibilities of the old Ministry of Labour and the old Minis-
try of Health and Welfare, which were only merged to form the 
Ministry of Health, Labour and Welfare as recently as 2001.

"I have not slept properly for two days, because I have 
joined the patrol. We go to check that the street people 
sleeping rough are OK, and give information about 
feeding time and health care. I am going to patrol in 
Shinjuku tonight, too. I am so tired, but it is not just me...
It is winter now, so it is hard to live in the park or street 
for everybody. I just want to help." Homeless member of a 
support group (below).

‘We have been unable to get jobs for a long time. Now we are 
at a loss about it. We often make forceful representations to the 
Social Welfare office about the matter, but they are not helpful at 
all. They just pretend to be busy. They exist as the government’s 
excuse: “Look! The government has a social welfare desk.”’  
Homeless man
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「公式の」ボランタリー部門（公益法人）と「非公式の」ボランタリー部門（登記済みの非営利組織と未
登記の非営利組織）と並んで、民間部門もサービスを提供しているが、大部分は宿泊関連事業である。こ
れらは、まず伝統的な“ドヤ”という下宿屋から始まったが、今では、福祉アパートにまで拡がってきてい
る。福祉アパートは、労働者用の簡易宿泊所（ドヤ）を改造して作られたもので、特定の範疇に入る、通常
は、高齢路上生活者や、アルコール中毒あるいは精神障害の路上生活者のための、特別な支援を行って
いて、バリア・フリーであることを特徴とし、共同娯楽室を備えている。
　ついに、ホームレス自身が、さまざまな地域で、より政治的な積極的活動をするようになった。一例

を挙げると、1998年の新宿立ち退き後の、ホームレス連合運動の結成で、仕事、家賃の支払いが可能な
住居、そして差別撤廃のための公的教育計画を、要求することになった。

「俺ら、もう長い事仕事がみつからなくて。どうしていいのやら。俺ら、よく代表を社会福祉事務所
に送るんだけど、まったく聞いちゃくれない。ただ、忙しいふりしてるだけ。見て下さい、国はちゃんと
社会福祉のための机を置いていますって、いう為だけのもんなんだよ。」  ホームレス男性

「パトロールに参加してたから、この２日間ろくに寝てないんです。私達は野宿している人達が大
丈夫か見回って、炊き出しや健康チェックの情報を知らせて回るんです。今夜も、新宿のパトロー
ルに行って来ます。疲れてるけど、疲れてるのは私だけじゃないから。今は冬だから、公園で寝泊ま
りするのは、誰にとっても本当に大変なんです。私も少しでも手助けできたらと思ってます。」 支援者
グループのメンバーであり、ホームレス　（ポートレート左上）

日本の変化
日本政府は、ホームレスがおかれている状態の深刻さを認め、2002年に新しい法律（ホームレスの
自立の支援等に関する特別措置法）を制定し、主要な問題のうちのいくつかの解決に向けて、取り組も
うとしている。同法は、地方自治体が、ボランタリー組織と協力して、人びとの独立に実際に役立つような
援助計画を策定することとしているが、そのための方法として、適切な宿泊施設、健康と福祉に関する問
題についての支援と助言、また一時的な雇用と技術訓練の機会を提供すること、としている。これによっ
て、給付の申請がしやすくなり、ホームレスのための住居の新築が奨励されることになった。しかしながら、
同法によって規定された方策は、一時的なものでしかなく、しかも、その多くは、今なお実施されていない。

「今病院から帰って来て、公園で休んでたところです。日本では病気でも、６５歳以下では、社会
保護を受けるのは難しいんです。残念ながら、私は５０代後半です。病院にかかった費用は社会
福祉の方で出してくれました。でも中々頼むのも大変で、期限は一週間なんです。国もこれ以上払
いたくはないでしょうし、結局、病院から出て行かなくてはならないのです。」　冬にシェルターもなく、ひ
どい風邪をひいていた日雇い労働者　（ポートレート左下）

　大方の側面で、中央政府がホームレス問題についての責任を地方当局にゆだねていて、そこでも、
概して、上級公務員の管理下にはない。ホームレスのための施策には、地域間での非常に大きな格差
が日本ではあり、見えざる欠陥として存続し、これが、雇用政策と住宅政策を「結合した」政策の実施を
困難にしている。これらは、旧・労働省と旧・厚生省が伝統的に責任を負っていた事項であるが、両省は
2001年に統合されて、厚生労働省になったばかりである。
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‘My right hand doesn’t move, and I cannot walk without a stick 
either. My income support was stopped recently, and the welfare 
officer said, “Try to live by yourself - your physical difficulty is not 
so serious.” Can you believe it? I am very, very angry about it!’ 
Elderly disabled homeless man

Current government housing schemes, which have a strong 
tendency towards ‘warehousing’ large numbers at a time, 
nevertheless have insufficient total capacity (and do not even 
match budgetary provision) and the hostels are not attractive 
alternatives to communal living, where friends can support 
each other, and neither possessions nor pets are allowed. The 
emphasis is on jiritsu shien, independent living and therefore 
stays are limited, at most to six months. Meanwhile the im-
provised dwelling left behind when a homeless person enters 
a public shelter is destroyed by the authorities. In Tokyo, the 
largest hostel is far away from most opportunities of tempo-
rary employment for the older homeless and the Metropolitan 
government will not in principle accept readmission by former 
residents. In addition, the system of entry by referral, where the 
referring ward must pay the livelihood protection if a job cannot 
be found, means that those who are more likely to move on 
into jobs are favoritised and a category of ‘elite’ homeless has 
emerged. In Osaka and Nagoya there is no clear exit strategy 
from the temporary shelters, which operate on a rotation sys-
tem. Many street dwellers, for all these reasons, do not want to 
use temporary accommodation.

Other support, such as of food provision can be laborious, 
labour-intensive and over-bureaucratic. Support for social com-
petence, such as counselling on dealing with relationships in 
the workplace, is particularly lacking and inadequately valued 
and funded (with under 2% of the homeless budget allocation).

“The present homeless situation in Japan is like a room without a 
floor. Society must have a floor, a safety net for poor people, but 
now many people are forced to sleep rough and some of them 
die. We want to make a floor.”  Chair of an NPO

Measures taken in the 
UK: reference points for 
Japan?

Homelessness remains a serious problem in the UK but 
there have been some successes in recent years which 

may provide useful reference for policy-makers in Japan. 
‘Rough sleeping’ became a major issue in the UK in the 1980s 
due to high unemployment (notably youth unemployment) and 
with the closure of the large homelessness hostels. Prime Min-
ister Tony Blair himself established The Rough Sleepers Unit in 

‘I am happy now, even though I am homeless. Because 
usually homeless people are kind to me, I can feel it is our 
community. I had a hard life before I became homeless, 
but now we can all help each other in our community of 
the park. It is a great feeling.’  Woman fleeing domestic 
violence (not pictured)

“In 1995 after the Kobe earthquake the government built 
many houses for the survivors, but ‘kodoku shi’ (death by 
solitude) was common. Many became addicted to alcohol 
and died alone and nobody knew about their death for 
weeks. This kind of thing could happen if homeless 
people are housed in isolation.” NPO leader
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「私の右手は動きません。杖無しでは歩くけません。なのに最近、生活保護を切られました。福祉
課で、『自力で生活して下さいーあなたのはそれ程深刻ではありません』って言われた。信じられる
かい？本当に頭にきてるよ。」　高齢の身障者ホームレス

現在の政府の住宅施策は、それにもかかわらず、多数の人びとを一度に「倉庫のようなところに押し
込める」傾向が強く、全体的な受け入れ可能人数が十分でなく（適切な予算措置さえとられておらず）、
ホームレス用の宿泊所は、友人同士で互いに助け合う共同生活に対しての、魅力ある代替物たりえてい
ないし、私物の保持もペットの飼育も認められていない。強調されるのは“自立支援”で、したがって、宿泊
も制限されていて、せいぜい6ヶ月である。一方で、立ち退いた後のみすぼらしい住まいは、ホームレス
の人が公的保護施設に入っている間に、当局の手で取り壊される。東京では、最大規模の宿泊所が、高
齢のホームレスにとっては、一時雇用の機会がある、大方の場所から遠く離れているし、東京都庁は、原
則として、入所経験がある者の再入所を認めない。そのうえ、委託入所制度では、委託施設は、「入所者
に」仕事が見つからなかった場合に、生活費を負担しなければならないことになるので、仕事に就くこと
ができそうな人びとが有利になり、「選り抜きの」ホームレスが現われ始めている。大阪と名古屋には、明
確な、臨時保護施設からの退所に関する戦略的な施策はなく、臨時保護施設は交代制で運営されてい
る。大多数の路上居住者は、これらの理由から、臨時宿泊施設の利用を望んでいない。

「私はホームレスですけど、今、幸せです。いつもホームレスの人達は、私に親切にしてくれますし、
みんな仲間っていう感じなんです。ホームレスになる前の人生は大変でした。でも今は、公園の仲
間同士で助け合って、とってもいいんです。」  家庭内暴力から逃げてきた女性（ポートレートはありません）

「１９９５年の阪神大震災後、国は多くの仮説住宅を作りましたが、孤独死が絶えませんでした。
多くの方々は、アルコール中毒になってしまったり、亡くなられたのが何週間も気づかれなかったり。
もしホームレスの人達が、単独で暮らしていたら、同じようなことが起こりうるのです。」  ＮＰＯリーダ-

その他の、たとえば食料品の提供は、骨が折れるし、労働集約的で、過度に官僚的になる可能性がある。
社会的適応に対する支援、たとえば、カウンセリング・サービスは、とりわけ欠けていて、その評価も、資
金面での手当て（ホームレス関連予算割り当て額の2％ 未満）も不十分である。

「日本のホームレスの現状は、まるで床のない部屋のようです。社会には床が必要です。貧しい人
の為には、安全ネットを。しかし、現在は多くの人達が野宿をしいられており、亡くなられる方もいら
っしゃいます。私達は床を作る必要があるのです。」  ＮＰＯ代表

連合王国における対策 ― 日本にとって参考となる事項
ホームレスは、依然として連合王国では深刻な問題である。しかし、近年、いくつか成功を収めた施策
がなされていて、それらは、日本の政策担当者にとって、有益で、参考になるであろう。｢野宿｣が連合王
国で深刻な問題になったのは1980年代のことで、大量の失業（特に若年者の失業）の発生と大規模な
ホームレス保護施設の閉鎖による。トニー・ブレア首相自ら、1997年に、野宿者対策室を創設し、広範囲
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1997 to coordinate and consolidate work that had been done by 
a range of government departments, with a £220 million invest-
ment programme into homeless agencies. 

A very important aspect of this Unit was that it was a separate 
unit, semi-detached from Whitehall, and also that it was headed 
by a leader with a ‘media profile’ – a so-called ‘Homelessness 
Tsar’, Louise Casey, who was supported by strong government 
commitment at the highest levels. Also, Louise Casey was 
given authority to choose her own staff, from the public and 
private sectors.

In Japan, to overcome public antipathy, public discussion of the 
plight of the street dwellers might be encouraged with leader-
ship from the centre and educational programmes, media de-
bates etc. This phenomenon, of opposing local housing of the 
homeless, often called NIMBYism (Not In My Back Yard), might 
be countered with smaller hostels which are far less threatening, 
and open and accessible communication channels between the 
hostels and local people (a contact point and information about 
what happens in the hostel). 

NPOs, who can work most effectively at local level and engage 
and motivate the involvement of local people, should be em-
powered. A survey might be undertaken to assess the funding 
needs and other problems of NPOs working with the homeless. 
NPO staff  need training support to professionalise and deliver 
their essential help. (In the UK, there are now around 10,000 
paid workers employed by homeless charities.) Many homeless 
people in Japan need support to improve their social compe-
tence —their ability to handle complicated personal relation-
ships—and NPOs could also be trained for this work.

Since funding is vital, the Ministry of Finance needs proactively 
to develop ways to enable Homeless NPOs to work tax-effec-

The Rough Sleepers Unit:

Brought together funding streams from across government which had been inconsistent and 
sluggishly administered by the Civil Service
Galvanized the voluntary sector around one simple target – the reduction of rough sleeper 
numbers by two thirds in three years
Ensured that there was an over-arching policy
Guaranteed that approved programmes attracted matching funding 
Raised public awareness 
Raised professional standards 
Promoted good practice and professionalism 
Established some consensus about the real need for homes 
Broke the historical correlation between the rate of family homelessness and the incidence of 
rough sleeping

➊

➎

➌
➍

➋

➏
➐
➑
➒
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にわたる、いくつかの政府部局が担当していた業務の調整と統合を図り、約440億円（2億2000万ポン
ド）をホームレス関連機関に投入する計画を立てた。特に、野宿者対策室は以下の業務を担当すること
になった。
 

　
この対策室の非常に重要な側面は、「メディアの注目度が高い」指揮者、いわゆる「ホームレスの皇帝」
ルイーズ・ケイシーに率いられていたことである。彼女は、有力な政治家によって支持されていたが、独
自の権限を持って活動することを認められていた。また、ルイーズ・ケイシーは、自分自身の補佐役を、公
務員からも、民間人からも、選ぶことができる権限を与えられていた。
　
「路上や公園で、大勢の人達が助け合っているのを見かけます。それが私達のお手本です。組織
化していく中で、そのような手本をどう発展させるかが重要です。小さなグループの家もいいでしょ
う。例えば、私達の毎週日曜日の炊き出しはホームレスのために行われていますが、今はホームレス
のためだけではありません、支援活動に参加している人達のためでもあります。また、元ホームレス
の人達も来てくれます。大切なのは、どんな人達が来るのではなく、ここが私の場所だと感じてくれ
ることなのです。」  ＮＰＯ代表

　日本でも、路上生活者に対する一般の反感をなくすために、路上生活者の窮状についての公開討論を、
政府中枢の主導によって、またＮＨＫの教養番組など、マス・メディアでの討論などを通じて、積極的に行っ
ては、どうであろうか。この、しばしば、我が家の近くにはお断りと呼ばれる現象が、小規模な保護施設の設
置に反対する運動になっているが、小規模施設が、地域住民にとっての脅威になることは非常に少なく、開
かれた、受け入れやすい、保護施設と地域住民の意思疎通を円滑にする（保護施設との接点となり、保護
施設の状況に関する情報入手が可能な）経路になりえるかもしれない。
非営利組織は、地域社会でもっとも効果的に、地域住民の参加の輪を広げるとともに、関心を高めるこ

とができる存在であり、権限を与えるべきである。調査を実施して、ホームレスとともに活動する非営利
組織の資金ニーズ、その他を評価しては、どうであろうか。非営利組織の職員が必要としているのは、基

野宿者対策室
・政府関係部局を横断する予算措置、事務処理の効率化と迅速化の達成、無駄と矛盾の解消。
・包括的な政策の展開の確保。
・承認された計画に対応する資金の獲得の保証。
・ホームレス問題に対する一般市民の認知度の引き上げ。
・効果的な実践と高度専門化の推進。
・一定の、保護施設に対する、現実的なニーズについての合意の形成。
・ボランタリー組織にも、資金援助と絡めて、問題解決に向けての協力体制を構築させ、3年間で、ホ      
ームレスの数を3分の2に減らす目標を立てさせること。
こうした対策を講じた結果、家族ぐるみでのホームレスは、依然として増加を続けたが、家族ぐるみ
でのホームレスの増加と野宿者の増加の間に見られた相関関係が、初めて断ち切られ、野宿者の数
が激減する、という歴史的な結果がもたらされた。
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tively and to encourage donations (which currently amount to 
no more than 10% of their incomes). Encouraging the develop-
ment, through tax-incentives, of grant-making private trusts 
would be another major boost to the NPO sector. Charitable 
foundations contribute about £1 billion each year to the UK 
charity sector overall. 80 – 90% of housing costs are covered 
by ‘rent income’. As part of the Rough Sleepers Initiative in 
the UK, homeless charities were also encouraged, through 
conditions attached to the receipt of government grants, to 
find ‘matching’ funding from other sources – mainly grant-mak-
ing trusts and company giving. Other support (loans, start-up 
grants etc.) could be offered to social enterprises which offer 
employment to, or otherwise support, the homeless. 

Homeless NPOs themselves need to professionalise and to 
work together more closely to develop a consistent ‘voice’ for 
the homeless to be heard. 

Conclusion

An initiative, properly funded and with political support at the 
highest levels, would easily achieve in Japan a dramatic 

reduction, if not elimination, of street-dwellers, through an ef-
fective and extensive programme of creating new shelters and 
accommodation. Evictions should be stopped until this provi-
sion is in place. Any action needs to win the understanding 
and agreement of homeless people themselves. It also needs 
to be accompanied by an awareness-raising exercise that 
demonstrates that rough-sleeping is unacceptable in a country 
of such strong economic strength as Japan, that it is damaging 
to Japan’s high reputation internationally – (particularly as an 
aid-giver to the needy in other countries) and that it is off-
putting for tourism. The older homeless day-labourers might be 
pensioned-off, in recognition of the fact that they are no longer 
needed in their traditional industries which themselves are in 
significant decline.

“The overall situation is becoming more complicated. Ten 
years ago most of the homeless people were day-labourers, 
construction workers. Now people who have worked at different 
kinds of jobs became homeless. Some of them are young people. 
Some have mental health problems. Now the homeless issue is 
connected with many different issues, including debt, alcohol 
addiction and mental health.”  Chair of an NPO

TThe current situation is solvable. If not solved it could develop 
in a variety of ways, each of which would, in the long run, be 
more expensive to solve. It seems unavoidable that big cities 
in Japan, like cities in other developed economies of the world, 
will, unfortunately, increasingly be targeted by organizations 
and individuals who seek to exploit young people, especially 
through drug addiction. Young people who are unemployed, 
without family support may drift into addiction. Drug addiction  
causes relationship breakdown and fuels crime and violent 
behaviour. It is closely linked also to homelessness. Not only 
would such a trend damage the lives of the young people 
themselves, it would impact the lives of all ordinary citizens and 

Young homeless woman, Tokyo
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本的な援助の高度専門化とその提供を可能にするための訓練に対しての支援である。（連合王国では、
現在一万人の人々がホームレスチャリティー団体に雇用されている。）多くの日本のホームレスの人び
とは、社会的適応能力を高めるための支援を必要としている。非営利組織は、また、それに対応するため
の業務についての訓練を受けることができるようにしては、どうであろうか。
　財政的支援はきわめて重要なので、財務省は、積極的に、ホームレス関連の非営利組織が税制面

でも活動しやすいようにし、寄付（現在、合計で、非営利組織の収入の10％に過ぎない）を奨励する方
策を推し進める必要がある。税制上の刺激策を取り入れて、助成金支給型個人信託の発展を促すこと
が、もう一つの主要な、非営利組織部門に対する後援策になるであろう。連合王国では、住宅サービスを
除いて、ホームレス部門は、公益財団からの補助金に依存している。公益財団は、約2000億円（約10億
ポンド）の寄付を、毎年、公益部門全体に対して行っている。住宅費の80－90％は、「家賃収入」によって
補填されている。連合王国の野宿者生活改善策の一環として、ホームレス関連の公益事業は、また、政
府から補助金を受け取るための条件として、「政府補助金に見合う」他の資金源、主に助成金支給型信
託と企業からの寄付を見つけることを奨励されている。日本でも、その他の援助（資金の貸付、事業開始
の際の補助金など）を、社会的企業に対して提供できるようにしては、どうであろうか。
　ホームレス関連の非営利組織自身は、高度に専門化し、さらに緊密に連携して活動し、終始一貫して、

ホームレスの耳に届くような「発言｣を広めていく必要がある。

結　論　　
適切な資金提供と、政府最高機関レベルの支援が遂行されれば、日本では、なくすことはできなくても、
効果的で、大規模な、新しい保護施設と宿泊施設の建設計画を策定することによって、容易に、しかも劇
的に、路上生活者の数が減少するであろう。立ち退きを実施してよいのは、これらの施設が整備されてか
らのことである。どのような活動をする場合にも、ホームレスの人びと自身の理解と合意を取り付ける必
要がある。そして、何故に日本のような経済大国で、野宿者が存在するのか、ホームレスに対する認識度
を高めるための実践活動を伴うことが必要である。また、外国からは、日本の国際社会における（とりわけ、
他の国々の貧窮者に対する援助提供者としての）高い評価を下げ、観光客を混乱させることにもなりうる。
高齢のホームレス日雇い労働者に年金を支給して、退職させることはできないのであろうか。それは、彼
らが、もはや、彼らが雇用されていた、伝統的な、それ自身が著しく衰退している産業において、必要とさ
れなくなっている、という事実を認識することでもある。

「全体の状況は複雑化してきています。１０年前は殆どが、日雇い労働者や建設現場で働く人達
でした。今は、様 な々仕事を持っていて、ホームレスになった人達です。若者もいますし、精神障害
の人もいます。現在のホームレス問題は、借金、アルコール中毒、精神障害など様 な々問題がから
んでいます。」　ＮＰＯ代表

提　案
日本における、以上指摘した課題の解決に向けての、政策的・組織的な取り組みに対し、英国のボラン

タリー団体は、その経験に基づく協力ができるであろう。また、現段階において、英国のボランタリー団体
は、日本の関係者に対して、その経験をふまえて、次のような提案をしたい。

Young homeless woman, Tokyo
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would result in additional expenditure on security 
and surveillance for individuals, businesses and 
the state. This is a reality in every town in the UK. 
The existence of Japan’s cardboard cities are 
ready-made escape routes for disaffected youth, 
making it much easier for them to ‘disappear’ 
onto the streets. Already there is evidence on the 
streets of the availability of cheaper drugs and 
the emergence of truancy, illegal immigration and 
petty crime as well as of younger people settling 
down to drink and sleep in full view in the vicinity 
of stations. Once established, addiction and 
chaotic lifestyles are hard to change. It is much 
better (and cheaper) to introduce measures now 
which prevent people establishing a life on the 
street.

In this field, the UK can share experiences, at 
government level, particularly on the Rough 
Sleepers Initiative, and between voluntary sector 
organisations. Specifically, the UK could offer 
to help NPOs with their work supporting home-
less people, focusing on the creation of social 
enterprises, and building their own networks, and 
relationships, based on trust and joint action, 
with the corporate and public sectors.

Written by Phillida Purvis of Links 
Japan and Rodney Hedley of the Hilden 
Charitable Trust,  London, July 2004

Drawings and quotes from artist Geoff 
Read's ʻFace the Street  ̓project.

Translation by Professor Yoshio Maya of 
Nihon University, Visiting Fellow, Green 
College,Oxford University.

Summary of Discussion 
Points

that the government establishes a new ‘Street Dwellers 
Initiative’, with appropriate budgetary resources, giving po-
litical commitment and centralised authority and leadership 
of the new directorate to a high-ranking individual who can 
‘hire-in’ his/her own staff. In the UK, there has been a clear 
correlation between the rate of family homelessness and 
the incidence of rough sleeping. The creation of the Rough 
Sleepers Unit, as an executive arm of government with a 
specific remit has broken that correlation and the numbers 
of rough sleepers has declined at the very same time as 
family homelessness has increased considerably

that this Initiative incorporates ‘joined-up’ policies in rela-
tion to street dwellers, developed in consultation with them, 
which cross ministries’ and other boundaries and recom-
mends and supports policies across all prefectures, as well 
as allocating to senior officials  responsibility for homeless-
ness

that evictions be halted and new shelters and hostels 
be built to provide accommodation for all street dwellers, 
in smaller numbers and that management policies ensure 
greater communication with the local community, to listen to 
their concerns.

that the rules affecting registration of NPOs, as affects their 
tax treatment, be revised as an incentive to private giving 
to homeless NPOs, by individuals and corporate donors, so 
that such NPOs can professionalise, expand their activities 
and ensure their sustainability  

that the work of Homeless NPOs and their needs are sur-
veyed and that an action plan is drawn up aimed at their 
empowerment, especially in regard to the delivery of serv-
ices which government or government-commissioned agen-
cies are less equipped to tackle (eg counselling on social 
competence) and also including their other ‘soft’ marketing, 
advocacy and campaigning work, as well as on training and 
professionalizing

that an awareness-raising campaign is conducted, through 
the media and other public education fora, on issues around 
street-dwelling and the urgency of resolving them as an im-
portant step in preventing the growth of the problem and its 
spreading to young disaffected youth
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政府が、「路上生活者対策室」を新設して、適切な予算措置を施し、政策的取り組みを実施
するための、集中的な権限と、責任者としての新しい地位を、高級官僚に与え、責任者は、専
任スタッフを短期間雇用できることとする。

本「対策室」は、路上生活者に関連する、路上生活者との協議をふまえた「総合的対策」を
実施する。この政策は、省庁、その他の組織や機関の枠組みを超えて、実施される。また、本「
対策室」は、すべての都道府県にまたがる政策の実施を勧告し、それを支援するとともに、す
べての都道府県にホームレス問題担当上級責任者を配置する。

路上生活者に立ち退きを迫ることをやめ、新しい保護施設と宿泊所を建設し、すべての路
上生活者に、少人数用の住居を提供すべきである。また、施設の管理運営のあり方について
は、地域住民との意思の疎通を十分図らなくてはならない。さらに、個人のニーズに十分配慮
しなくてはならない。

税制上の取り扱いなど、非営利組織の登記に関わる規則を改正し、ホームレス関連の非営
利組織に対する、個人および法人からの寄付が、盛んになるようにすべきである。そうするこ
とによって、非営利組織の高度専門化、活動範囲の拡大、組織としての永続が、可能になる。

ホームレス関連の非営利組織の事業とそのニーズに関する調査を実施し、活動計画を策
定して、その実現を目指す。とりわけ、政府または政府関係機関による対応が遅れている（た
とえば、社会的適応に関する相談）サービスの提供を目指す。また、これらの活動の中には、
そのほかに、訓練と専門化と同時に、 健康や法律に関する相談だけでなく、心理的・情緒的
な側面に関わる支援活動、組織的事業も含まれる。

「ホームレス問題に対する認識高揚運動」を、メディアやその他の公的機関が開催する、
路上生活とその解決の緊急性に関する、啓蒙的な、多くの公開討論会を通じて、事態の悪化
と現状に不満を抱いている若年層への波及を防止するための、重要な第一歩とする。

日本は、現在深刻化してきているホームレス問題を解決できる可能性を持っているが、もし、今、真剣
に問題解決に取り組まなければ、問題は、いっそう深刻化するであろうし、問題解決のために投じなけ
ればならない費用も増大するであろう。残念ながら、日本の大都市も、これから先、世界の他の先進諸国
の都市同様、特に薬物依存症にさせることによって、若者から搾取しようとしている組織や個人の標的
に、なっていくであろう。家族の援助もない若者が失業すれば、薬物依存症に陥る可能性もある。薬物依
存症は、家族関係を崩壊させる原因となり、犯罪と暴力行為をあおる。薬物依存症は、またホームレスと
も密接に関係していくでしょう。こうした傾向は、若者自身の生活に打撃を与えるだけでなく、すべての
一般市民の生活にも衝撃を与え、結果的に、安全保障と監視のための付加的な費用負担を、個人と企
業と国家にさせることになる。これは、連合王国のすべての都市における現実である。
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Press

skills. But they believe this sector is currently underfunded 
and needs to play a more prominent role in delivery.

Hedley said, ‘’The nonprofit groups are not pulling 
together --maybe because they are beholden to local 
authorities or there is no tradition of it -- to advocate (for 
better provision.)’’

As well as differences in provision, the experts found 
that the homeless were generally different in character. In 
Japan, the majority of homeless are in their 50s and older, 
whereas in Britain they are much younger -- mainly in 
their 20s and 30s.

In Britain, the homeless tend to have mental health, drink 
and drugs problems while the Japanese tend to be on the 
streets because of financial reasons.

The trip was organized by Links Japan, which promotes 
liaison between nonprofit organizations in Britain and 
Japan, and was aimed at swapping ideas on how to combat 
homelessness.

The British side, however, felt that there was little that 
they could learn from Japan’s handling of the issue.

Director of Links Japan, Phillida Purvis, said, ‘’I am 
afraid that we cannot say that we came back with any 
ideas (about improving practice in Britain).’’

Purvis concluded that support in Japan was limited and 
there did not seem to really be a process whereby people 
could get themselves off the streets and then back into 
work and a permanent home.

The team, which was made up of experts who deal with 
many aspects of homelessness, are currently writing up 
their findings and plan to present them both to the British 
and Japanese governments.

The Japan Times
March 04, 2004  03:24:19

Japan needs to boost homeless 
funding: experts

By William Hollingworth

LONDON, March 3 Kyodo - 
Provision for the homeless in Japan is ‘’crude’’ and needs 
more investment if it is going to address the country’s 
growing problem, according to a study by British experts.
The group said it believes the government should build 
more shelters to accommodate the estimated 25,000 people 
who sleep rough on Japan’s streets every day.

Japan also needs to provide more support to enable people 
living in shelters to move on to full-time employment and 
ultimately get permanent accommodation.

Rodney Hedley, one of the experts who visited various 
homelessness projects in Osaka, Tokyo and Yokohama, said, 
‘’We were shocked to witness an advanced country such as 
Japan allowing so many cardboard cities to exist. From our 
view we feel a major program of shelters/accommodation 
should be built.’’

Critics claim that state assistance can be difficult to obtain 
in Japan and consequently people fall through the safety net 
and end up on the streets.

The team also felt that in many ways Japan resembled 
Britain back in the early 1980s when high unemployment 
led to homelessness becoming a political issue.

In 1997, the new Labor government under Prime Minister 
Tony Blair decided to address the issue and set up the Rough 
Sleepers Unit (RSU), with a 220 million pound investment 
program.

It was charged with reducing the number of people sleeping 
rough on the streets and led to the construction of more 
hostels and night shelters, as well as providing a support 
network to help people back into work. The scheme appears 
to have had some success with the number of homeless 
falling from 3,500 in 1997 to the current figure of around 
500.

In the last few years, the Japanese government has also 
increased its funding (2.70 billion yen in fiscal 2003) and 
built more shelters. The British group learned, however, 
that there is only about 4,000 places in the shelters in Tokyo, 
Yokohama and Osaka.
This compares to a figure of around 15,000 similar places 
in Britain.

The experts felt that Japan should focus on building small-
scale quality shelters, as the tendency in some cases to build 
large shelters is often resisted by local residents.

The RSU also provided a sense of coordination to all the 
different bodies which were helping the homeless, and 
included a ‘’Tsar’’
who oversaw policy -- something which the team feels 
Japan needs if it is to tackle this issue.

Services for homeless people in Britain, including 
the shelters, are operated by the nonprofit sector with 
government funding, and the group said it was encouraged 
by the growing role played by nonprofit bodies in providing 
services in Japan -- particularly in the area of teaching new 
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日本に段ボールの住まいがある地域が存在する、ということが、現状に不満を抱いている若者にとっ
て、都合のよい逃走手段になりうる。こうした地域が、若者を、簡単に街中に「蒸発する」状況を作り出す
ことにもなる。事実、街では、安価な薬物が入手可能で、無断欠席をした生徒、不法入国者、軽犯罪が起
こり、若者が駅周辺に居ついては、衆人環視の中で酒を飲み、眠る若者もいるのである。いったん薬物
依存症になり、無秩序な生活をするようになると、それを変えることは難しい。今、対策を講じて、人びと
が路上で生活することを防止することが、ずっと適切（かつ安上がり）である。
       この分野において、連合王国は、政府段階で、とりわけ野宿者生活改善策で、またボランタリー部
門の組織間で、経験を共有することができるであろう。連合王国は、ホームレス支援活動、社会的企業
の創設への強い関心、自らのネットワークの構築と連携を通じて、日本の非営利組織を援助することが
できるであろう。これらは、信頼と共同作業を基礎にし、法人部門と公的部門とともになされるであろう。

ロンドン　2004年７月

著者　フィリダ・パービス（リンクス　オブ　ジャパン）

　　　ロッドニー・ヘッドリー（ザ　ヒルデン　チャリティー　トラスト）

挿絵、引用句、デザイン　ジェフ・リード（フェイス　ザ　ストリート）www.facethestreet.com

翻訳　真   屋   尚   生（日本大学教授、現在オックスフォード大学グリーンカレッジ客員教授）

　　　本稿の日本の組織、日本語文献などの正確な日本語表記に関しては、訳者は一切責任を負わな　

　　　い。なお、本稿では、原則として、the UK を連合王国、Britain (British) を英国、と訳した。

資　　料  Sources:　
Shelter, Abstracts compiled from CIPFA and Dept. of Environment Statistics, the London Hostels Agency 2002, St 
Mungo’s, Office of the Deputy Prime Minister, Business Action on Homelessness.
Japan Labor Bulletin June 2003, Zenkoku Shakai Fukushi Kyogikai ‘Homuresu Shien o Susumeru Tame ni’ and 
publications by Tom Gill, Associate Professor, Meiji Gakuin University.

The writing, illustration, translation and design of this document 
were done on an entirely voluntary basis.

著作、挿絵、翻訳、レイアウトデザインはボランティアによ
って行われました。

参加者（２月プロジェクト）

１、　チャールズ・フレーザー：　セント　モンゴ最高責任者 www.mungos.org.

２、　スティーヴ・ホーキンス：　ローカル　ソリューション（リバプールボランティアセンター）
                                                        最高責任者補佐 www.localsolutions.org.uk

３、　ポール・ハロルド：ASPIREの創始者であり、責任者

４、　フィリダ・パービス：　リンクス　オブ　ジャパン

５、　ロッドニー・ヘッドリー：　ザ　ヒルデン　チャリティー　トラスト
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Japan

Homeless aid must get beyond 
‘crude’ level: study

LONDON (Kyodo) 
Provision for the homeless in Japan is “crude,” with more 
investment needed if the growing problem is to be addressed, 
according to a recent study by British experts.
They said the Japanese government should build more 
shelters to accommodate the estimated 25,000 people who 
sleep on the nation’s streets every day.

Japan also needs to provide more support to allow people 
in shelters to move on to full-time jobs and ultimately find 
permanent accommodations.

Rodney Hedley, one of the experts who visited various 
homeless projects in Osaka, Tokyo and Yokohama, said: 
“We were shocked to witness an advanced country such as 
Japan allowing so many cardboard cities to exist. From our 
view, we feel a major program of shelters/accommodations 
should be built.”

The team also felt that in many ways, Japan resembled 
Britain back in the early 1980s, when high unemployment 
led to homelessness becoming a political issue.

In 1997, the new Labor government under Prime Minister 
Tony Blair decided to address the issue and set up the Rough 
Sleepers Unit, with a £220 million investment program.

It was charged with reducing the number of people sleeping 
on the streets and led to the construction of more hostels 
and night shelters, as well as providing a support network 
to help people get back into the workforce.

The program appears to have had some success, with the 
number of homeless falling from 3,500 in 1997 to the 
current figure of around 500.

In the last few years, the Japanese government has also 
increased funding, spending 2.7 billion yen in fiscal 2003, 
and has built more shelters. The British group learned, 
however, that shelters in Tokyo, Yokohama and Osaka 
combined can only accommodate some 4,000 people.

This compares with around 15,000 similar shelters in 
Britain.

The experts said Japan should focus on building small-scale 
quality shelters, as the tendency in some cases to build large 
shelters is often resisted by local residents.

Services for homeless people in Britain, including 
the shelters, are operated by the nonprofit sector with 
government funding, and the group said it was encouraged 
by the growing role played by nonprofit bodies in providing 
services in Japan -- particularly in the area of teaching new 
skills.

But they said this sector is currently underfunded and needs 
to play a more prominent role in delivery.

As well as differences in provision, the experts found that 
the homeless were generally different in nature.

In Japan, most of the homeless are in their 50s and older, 
whereas in Britain they are mainly in their 20s and 30s.

The Japan Times: March 16, 2004
(C) All rights reserved
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世界一のホームレスは自力で稼ぐ  
 セーフティーネットが不十分な日本で自活を支援する新しい試みが注目されている
 
 イギリスからやって来た大物たちが、日本で出会った人 を々手放しでほめちぎった。
 「フレンドリーで親切、それに礼儀正しい。学ぶべき所が多くある」。「とても陽気で労働意欲も高い」
 日本のビジネスマンや外交官の話ではない。称賛の言葉をくちにしたのは、日本を訪れたイギリスのホ
ームレス問題専門家たち。彼らを驚かせたのは、日本人ホームレスの「レベルの高さ」だ。
　欧米のホームレスはアルコールやドラッグにおぼれ、家庭内暴力などの問題をかかえているケースが
多い。だが日本のホームレスの大多数は、ごく普通の失業者だ。
 
   日本人ホームレスは身だしなみがよく、礼儀正しい。その点では世界一といえるかもしれないが、だか
らといって支援が必要ないわけではない。日本の路上生活者は推定2万4000～3万人。東京の上野公
園や新宿中央公園へ行けば、ホームレスが いかに深刻な社会問題であるかを実感できる。
  日本の路上生活者には、十分なセーフティーネットが用意されていない。「日本の恥だ」と、ホームレス
を支援するイギリスのNPO(非営利組織)、アスパイアの創設者ポール・ハロッドは言う。
  先週、日本のNPOとホームレス問題を話し合うために来日したハロッドは、「(日本の)ホームレスの現
状にショックを受けた」という。「問題はいろいろあるが、日本は経済大国。資金も人手も十分にある。本
でホームレス問題に取り組めば解決できるのに」
   日本でホームレスを支援するのは大変な仕事だ。政府や自治体の対応は及び腰で、企業の寄付も望
み薄。社会の関心も低い。「日本のNPOには大いに同情する」と語るのは、イギリス最大のホームレス支
援団体セント・マンゴズの責任者チャールズ・フレーザー。「(メンバーは)誠実な若者たちだが、まだ生ま
れたばかりの組織で、十分な資金の裏づけがない、しかも政治や社会はホームレス問題には無関心で、
ときには反発を食らうこともある」
 
 周辺住民の理解がカギ
 
 希望のもてる動きもないわけではない。たとえば東京都は2月、ホームレスの居住用に2000室を確保す
る計画を発表した。だがホームレス向け施設の建設は、地元の反対にあうケースが多い。
   川崎市では1月、ホームレス用の一時宿泊施設の建設予定地になった地区の住民が猛反発。治安悪
化と地価下落の懸念があるとして市当局に抗議する騒ぎがあった。
 イギリスの場合、この種の問題には「二正面作戦」が有効だったと、フレーザー は言う。「ホームレスを
人間扱いしない発言を耳にしたら、断固として反論しなくてはならない。でも何も問題はないようなふり
をするのも、ばかげている。(住民側の)主張をよく聞いて、もっともな懸念にはきちんと対応する事が大
切だ」
   フレーザーが具体的な対策としてあげるのは、酔ったホームレスが出歩かないようパトロールを実施
する、苦情を受ける担当者の電話番号を住民に伝えておく、施設の規模を小さなものにして地域の負
担を軽くする、などだ。
  一方、ホームレス自身が問題解決に立ち上がる動きもある。大阪では昨年秋から、路上生活者が街頭
でビッグイシューという雑誌を売っている。91年イギリスでホームレスの自活を支援するために発行され
た雑誌の日本版だ。
　ホームレスが雑誌を1部200円で売ると100円が自分の収入になる仕組み。大阪では1日35部ほど売
れば、1日の宿代と食事代がまかなえる。今年から販売が始まった東京では、宿賃が高いためもっと売
る必要がある。
   大阪の大川次男(63)は、ビッグイシューのおかげで、この冬に路上生活を送らずにすんだホームレス
の人。以前は8時間かけてアルミ缶を集めても1日500円しか稼げなかったが、今は雑誌を売るかたわ
ら、ほかの販売員の指導係も務めている。
 「立ち食いそば屋をやりたい。この雑誌を売れば資金を集められる」と大川は夢を語る。
   ビッグイシュー日本版の誌面には、有名人のインタビューとまじめな社会問題のコラムが混在してい

関連記事
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UK man in voluntary sector accommodation

About the UK participants
1. Charles Fraser, Chief Executive of St Mungo’s
www.mungos.org. St Mungo’s is a homelessness agency and 
housing association which began in 1969 and now offers support 
and care for over 1000 vulnerable men and women in over 60 
housing projects, leading London’s services for single people 
who are homeless and vulnerable. St Mungo’s place people in 
hostels and semi-independent housing and run a resettlement 
programme to help those people settle. They have projects for 
people with severe physical or mental health problems and other 
specialist services for those with drink and drug problems. They 
also run jobs and training services for about 1500 people each 
year. I chose St Mungo’s because they are in the capital and 
many of the people they help are older men, who are often likely 
to be blue collar workers/construction labourers etc (which may 
have some resonance with Japan) -  or never to have been in 
employment.

2.Steve Hawkins, Assistant Chief Executive, Local Solutions 
(Merseyside Council for Voluntary Service) in Liverpool www.
localsolutions.org.uk and Chairman of the Mersey Care NHS 
Trust. 
Local Solutions is the Merseyside CVS. The Council runs many 
training and employment schemes, which brings it earnings 
from the government. They have 300 staff and 250 volunteers 
and they are mainly service providers of training and community 
projects for socially excluded people. In this group are the young 
homeless and a project called Homeground particularly targets 
the 16 - 36 age group with supported accommodation. Clients 
can take up Learning Programmes to meet their educational and 
recreational needs, e.g. outdoor pursuits, and leisure activities. 
Homeground has a Bike Shop, offering affordable and flexible 
transport. Local solutions also run MAP, the Merseyside 
Accommodation Projects - a caring and resettling scheme. 
Established in 1986, MAP works in partnership with local 
authorities and other agencies. MAP offers supported family 
accommodation through a network of registered householders 
to young people aged from 16-18 years made homeless for 
a variety of reasons. With offices in Liverpool, Knowsley, 
Wirral and Sefton, MAP’s trained social/fieldworkers support 
householders and clients, to make sure that the placement works 
and also to help prepare the young clients for independence at 
18”. (Apparently Paul MCCartney of the Beatles was involved 
in the early start of MAP!) They also have a mental health 
projects and Steve Hawkins, who has been with the CVS for 
over ten years, is also involved in many voluntary activities. I 
invited Steve because of his long experience, the fact that they 
are based in a major city away from London with a wide range 
of social problems and because they have particular expertise 
with young people. Steve is also Chairman of the Mersey Care 
NHS Trust which is one of the largest single mental health and 
Learning Disability Trusts in the UK - services are provided in 
the fields of Drugs and Alcohol, adult and older people provision, 
learning disabilities, forensic and high/medium secure services. 
The organisation employs 4500 people with a budget of £150 
million. 

3. Paul Harrod, Founder and Director of ASPIRE is a member of 
the DTI’s Small Business Council, on the Advisory Panel of the 
DTI’s Social Enterprise Unit and on NCVO’s Advisory Committee 
for the Sustainable Funding Project. 
ASPIRE is recognised as being one of the leading social 
enterprises in the UK and part of the new generation of 
organisations seeking a more long-term and holisitic approach 
to the problems of homelessness. It was started in Bristol 
- where 85% of homeless people never manage to find 
employment. Aspire is an expanding social business that creates 
full time employment for homeless and other excluded people. 
It seeks innovative solutions to ingrained social problems. 
The business delivers Fair Trade catalogues to over 1 million 
UK homes and has sales this calendar year reaching over £1.2 

million. Employees deliver and collect orders for which they 
are paid over £150 per week. Started in 1999 by Paul, Aspire 
has employed over 150 homeless people and is now based 
in nine cities throughout the UK. In the longer term, Aspire 
aims to become a fully self supporting business through the 
establishment of new ‘branches’ in other major UK cities. 
Other projects being planned are the development of market 
stalls, cafes, shops and interactive TV.  There has been a lot 
of interest in exchanges between the UK and Japan of social 
entrepreneurs. Paul will be able to talk about creating jobs for 
homeless and other disadvantaged people so that they can break 
the cycle of ‘no home - no job’.

4. Rodney Hedley, runs the Hilden Charitable Fund which is a 
grant-making trust, set up in 1963. 
It currently has assets of £11m. Hilden’s grant making criteria 
are: homelessness; penal affairs; ethnic minorities; and 
overseas development. Prior to Hilden, Rodney was Head of 
the Neighbourhood Care Action Programme, for the London 
Voluntary Service Council  (1982 - 1989). He was Tutor in the 
Department of Social Administation at the London School of 
Economics (1989 -1991); and Research Officer at the Centre 
for Policy on Ageing (Nuffield Fundation) from 1978 to 1982. 
He has a degree in history from the University of Kent, and an 
MA from the University of Leeds. Among his pulbications are: 
Introduction to the Voluntary Sector (Routledge 1993) [with 
Justin Davis Smith, and Colin Rochester]; and Volunteering and 
Society, Bedford Square Press 1990 [with Justin Davis Smith], 
the latter translated into Japanese. (He was also recently the 
author of ‘In the Dog House’ (Dec. 2003) a research report into 
dog care and the Animal Boarding Establishment Act 1963, 
which is currently subject to a house of Commons Early Day 
Motion!)

5. Phillida Purvis, Director of Links Japan, 
a not-for-profit organisation, established in 1998, which 
promotes and organises social and community sector and non-
governmental international cooperation exchanges between 
Britain and Japan.
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る。ターゲットは20代の若者。毎月7万部を印刷し、140人ほどのホームレスが売っている。
   発行元の有限会社ビッグイシュー日本では、横浜、名古屋などにも販売員のネットワークを広げ、いず
れは月2回刊にしたいと考えている。「出版業界の人たちには、絶対に売れないといわれた」と、ビッグイ
シュー日本を設立した佐野章二は言う。「でも、私たちの試みは目標を大きく上回った」
  ビッグイシュ-日本版の目標の一つは、ホームレスの声を発信する事。そこで毎号、販売員のプロフィー
ルを紹介している。販売員と買い手の触れ合いも、ホームレスに対する偏見を取り除く役に立つ。
  「私たちが働く意欲を持っている事を知ってもらいたい」と、大川は言う。「ホームレスも、普通の社会に
戻りたいんだと言う事を伝えたい」
 80～90年代のロンドンでは、店の前にうずくまるホームレスの姿が日常風景の一つだった。だが、今で
はイギリス全土で路上生活者は600人まで減った。
　ホームレス問題の解決にメンツをかけて取り組んだトニー・ブレア首相の功績は大きい。だが、路上
生活者への思いやりが社会に広がった背景には、ビッグイシューの貢献もあった。
   ビッグイシュー日本版の今後にも要注目だ。
 
コリン・ジョイス (東京）

ニュースウィーク、２００４年３月３日号

日経新聞２００４年２月１７日日経新聞２００４年２月１７日

UK-Japan Homeless Project

日英ホームレスレポート英国から見た
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The participants in this project are very 
grateful to all the homeless people, activ-
ists, NPOs and government officials for the 
arrangements made for their visit and for the 
wealth of information they provided, and to 
the British Council for their funding support

すべてのホームレスの人びと、活

動家、非営利組織、そして政府の担

当者によってなされた種々の調整、

貴重な情報の提供について、また、

ブリティッシュ・カウンシルによる

資金援助について、深く感謝する。

日英ホームレスプロジェクトに参加

またはご協力されたい方はリンクス

ジャパンのフィリダ・パービスまで

ご連絡下さい。

phillida@linksjapan.org
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JAPAN


