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市民参加型ホームレス実態調査「ストリートカウント」の国際的動向に関する研究
ニューヨーク、シドニー、ロンドン、東京の事例を対象として

A Study on International Trends of Street Count as a Way of Participatory Homelessness Survey
New York, Sydney, London and Tokyo
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Although an accurate, up-to-date set of data on homelessness is essential for effective planning and implementation of
policies on this issue, obtaining such data remains rather difficult. Street homelessness is among the hardest to grasp,
and participatory street counts with a large number of citizen volunteers have recently emerged as a popular way of
collecting data and deepening knowledge on local street homeless population in cities across the world. This study
aims first to review the recent emergence of this large-size participatory survey and then compare actual street counts
conducted in four world cities: New York, Sydney, London and Tokyo. With a focus on its participatory nature, the
study concludes that a street count is not just a survey but serves as an opportunity where local citizens get education
and ensure the transparency and legitimacy of policy processes from which an effective solution can be made.
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1. はじめに
(1) 背景と目的
効果的なホームレス（以下 HL）政策の計画・実施には、
政策対象を知り、支援ニーズを捉え、必要な資源を投下し
て効果を測ることが不可欠である。都市や国の HL 状態を
捉える試みは、先進諸国では HL 政策の登場と共に重要と
なり、過去数十年にわたって調査方法が模索されてきた。
しかし、実態把握は定義や捕捉率の問題があり(1)、特に野
宿人口については、根源的な現象でありながら最も把握が
難しく、国や都市ごとに様々な努力が重ねられている。
その中で、2000 年代半ばに米国 HUD（住宅都市開発省）
は野宿人口調査の全国方針として市民参加型ストリートカ
ウント（以下 SC）を打ち出し、調査と同時に HL 問題への
対応に市民が参加すること自体の意義を強調した。以降、
米国内では SC を実施する都市が増加し、近年は米国に倣
い市民参加型 SC を実施する都市が世界の様々な地域に登
場している(2)。SC とは対象地域の公共空間を調査員が実際
に歩き野宿人口を数えるもので、古くからある基礎的な調
査方法の一つとも言えるが、大規模な市民参加を伴い、調
査と同時に HL 問題に対して市民が行動する機会を提供す
る SC は近年の潮流であり、各都市が HL 問題の解決に取
り組む上で有効な手法として世界的に広まっている。
以上より本論は、市民参加型 SC 普及の経緯と、現在の
先進諸国における HL 実態調査の政策的位置づけを把握す
ることを第一の目的とする。また東京を含む世界 4 都市で
実施されている市民参加型 SC の規模や運営の詳細、各都
市での市民参加の位置づけを明らかにすることを第二の目
的とする。最後に、効果的な HL 政策の計画・実施のため
の実態調査に、近年大規模な市民参加が導入されている世
界的動向の意味について考察することを第三の目的とする。

(2) 先行研究
実態調査の方法論については近年 HL の国際研究機関に
よって活発な研究がなされているが(3)、欧米諸国を中心と
した議論であり、日本の状況は殆ど言及されていない。国
内文献では唯一、長谷川（2005）3)が OECD 諸国の HL 実
態調査について整理している。しかしこれらの研究では、
国ごとの調査の有無や手法の類型化、数値の国際比較可能
性が検討されており、具体的な都市を対象に調査面積、参
加人数、予算などの規模、実際の運営方法の共通点や違い
を把握したものは見られない。また、調査と同時に市民が
行動する機会を提供する市民参加型 SC が普及している近
年の世界的動向に着目し、
その意味を考察した研究はない。
(3) 研究の対象及び方法と構成
まず 2 章で SC が北米を中心に近年世界的に普及してい
る状況と、日本を含めた先進諸国における法制度・政策内
での HL 実態調査の位置づけ、手法を文献調査より把握す
る。次に 3 章で、ロンドン（イングランド）
、ニューヨーク
（米国）
、シドニー（オーストラリア）
、東京（日本）の 4
都市を対象とし、
各都市のSCの規模や具体的な運営方法、
市民参加の役割を、現地調査で得られた情報をもとに明ら
かにする。最後に 4 章で、まとめと東京への示唆を得る。
2．先進諸国における SC の普及と政策的位置づけ
(1) 市民参加型 SC の登場と世界的な普及
先進諸国では 1970 年代後半から 80 年代以降に HL 問題
に特化した政策が登場し、調査手法が模索されてきた。初
期の HL 人口統計は、有識者の経験や少数サンプルに基づ
く推計、特定の支援サービスの利用者集計など正確さや対
象者範囲の限られたものが主であり(4)、特に実態把握の難
しい野宿人口については、精度の低い推計しか存在しない
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状況にあった。しかし 90 年代に入ると、野宿人口の全数を
捉えようとする試みが先進諸国の都市で散見され始める。
その手法は野宿人口が集中する場所のカウント、炊き出し
等路上での支援提供時のカウント、野宿者に普段から接す
る関係者らの協議による算定などが主流であったが、一部
では市民ボランティアを募り広いエリアをカバーする SC
も実施された(5)。またオーストラリア、イングランド、日
本では、90 年代後半に国が初めて各基礎自治体に野宿者の
数の報告を求め、野宿人口の全国統計を発行している(6)。
国ごとに全国一律の野宿人口調査が整備される中、市民
参加型 SC を国が推奨する調査手法として初めて打ち出し
たのは米国であった。2003 年、米連邦政府の HUD は HL
支援事業のための競争的助成金への申請書の中で、全国の
コミュニティ(7)に地域内の HL 数を報告するよう求めた。
HUDが翌年に発行した野宿人口調査のガイドライン6)では、
コミュニティは推論ではなく実際に夜間にカウントを行う
こと、特に都心部では多数の職員及びボランティアを集め
て全域を調べることが望ましいとされ、
SC を企画するため
の詳細な手順が記されている。また同文書は、SC には自身
のコミュニティ内に野宿者がいると人々に気づかせる利点
があるとし、HL 状態への地域の関心や理解の深化、資金
投下の促進、立場の異なる人々の関係構築など、HL 問題
への対応に市民が参加すること自体の意義を述べている。
上記の競争的助成金は毎年全国のコミュニティが国に申請
するものであり、野宿人口の調査方法そのものも審査対象
となったため、以降多くの米国都市で、数百名から数千名
規模の市民参加型 SC が実施されるようになった。さらに
この潮流は米国内に留まらず、2000 年代半ば以降、HUD
のガイドラインや SC 実施都市に学び、大規模な市民参加
型 SC を実施する都市がカナダやオーストラリア、欧州、
中南米、日本に登場している(8)。近年の大きな動きとして
は、カナダ政府が 2016 年に初の全国的な SC の実施を呼び
かけ、
米国の HUD 職員や SC 実施都市の関係者の協力を得
て、市民参加型 SC の実施方法ガイドライン 7)を発行した。
2018年にはカナダの60以上の都市でSCが実施されるなど、
北米を中心に市民参加型SCが世界的な普及を見せている。

(2) 先進諸国における HL 実態調査の政策的位置づけ
世界各国における HL 実態調査の政策的位置づけを把握
するため、HL 実態調査の国際比較研究や各国の文献資料
を基に、先進諸国 8 か国における主要な HL 政策と HL の
定義、全国的な実態調査の実施状況を【表 1】に整理した。
まず 8 か国の HL 政策と定義を見ると、ドイツを除く全
ての国において HL 問題に特化した国の法や政策が存在し、
特に米国、イングランド、韓国、日本は、明確な根拠法と
法律内に定められた HL の定義を有している。オーストラ
リアやフランスでは法による定義はないが、国の統計機関
が HL 人口調査を実施する際に用いる定義が実質的な HL
の定義として機能し、政策等に引用されている。カナダと
ドイツには明確な定義がなく、国が HL 人口に言及する際
は、概ね野宿者とシェルター滞在者をその対象とすること
が多い(9)。また比較のため、便宜上これら 8 か国の定義の
範囲を①野宿者のみ、②野宿者＋シェルター等の一時的宿
泊施設、③野宿者・宿泊施設以外に水準に満たない住宅等
の不安定居住を含む、の 3 段階に分けると、ほとんどの国
が②の範囲を HL 状態として捉えており、①の狭い定義を
日本が、③の広い定義をオーストラリアが採用している 8)。
次に各国の HL 実態調査及びその制度的位置づけを見る
と、米国、カナダ、イングランド、韓国、日本では、HL
法や政策を管轄する国の部局が全国調査を実施しており、
うち米国、韓国、日本では国の定義の範囲に対応する HL
人口を一斉にカウントする方法が採られている。イングラ
ンドでは野宿者の一斉カウントと、法に基づき HL の認定
を受け宿泊施設や住宅を提供された世帯の年間統計が別々
に出されている(10)。カナダでは現在シェルターや野宿人口
について全国一律の集計をする試みが進められているが、
統一的手法による野宿人口の一斉カウントが始まったばか
りで、まだ全国の基礎自治体が参加する調査には至ってい
ない。一方、オーストラリアとフランスでは、HL 実態調
査を国の統計機関が実施している。広い HL の定義を持つ
オーストラリアでは、5 年に一度のセンサス内で HL 人口
調査が実施され、野宿人口をセンサス内に含めるための特
別な戦略が採られている 10)。フランスでは単発だがサンプ

【表1】8 カ国におけるHL 政策と定義、実態調査の実施状況
イギリス
ドイツ
フランス
オーストラリア （イングランド）
根拠法なし。政策 SAAP 法（1994） 住宅法（1977 年） 反排除法 (1998 ),
根拠法なし
として HL イニシ HL に関する連携 HL 法（2002）
不服申し立て可能
アチブ (1999),HL 協定（NPAH：
な居住権に関する
連携戦略 (2006) 2008)
法 (2007)
法的定義なし /
占有できる宿泊施 法的定義なし /
野宿またはシェル 法的定義なし /
法的定義なし /
ターに加え、緊急 ( 一般に野宿と 政策等での定義は 設を持たない、安 国立統計・経済研 ( 一般に野宿とｼｪ
広く野宿、シェル 全に宿泊できない 究所が野宿者と ﾙﾀｰを対象）
的に HL になる恐 ｼｪﾙﾀｰを対象）
ター , 知人宅や不 者等、HL になる シェルター等宿泊
れのある者や DV
安定居住も含む。 恐れのある者等 者を定義。
から逃げる者など
アメリカ

根拠法
または
政策

定義

分類

HL 生活者のため
の緊急救援法
（ﾏｷﾆ- 法：1987）

①

②

韓国

カナダ

③

① ②

③ ①

②

③

①

②

③

①

②

③ ①

②

③

日本

露宿人等の福祉及 HL の自立の支援
び自立支援に関す 等に関する特別措
る法律（2011 年） 法（2002 年）
野宿者 ,ｼｪﾙﾀｰ及び 野宿者のみ
一定期間住宅とし
て適切性が低い施
設の生活者

①

②

③ ①

②

③

一時点調査 助成 一時点カウント 人口・住宅センサ 公認ホームレス統 2012 年のホーム 行政による調査な 露宿人等の実態調 ホームレスの実態
計調査（四半期 レス 施設や支 し。但し、民間団 査 16 年に初全 に関する全国調査
金申請に必須野宿 2016 年に 32 地域 ス：HL 統計
実態
、野宿者統計 援利用者数から 体の統計が政府公 国一斉カウント。 （概数調査）毎年
者 , シェルターを で統一した一斉カ 5 年毎のセンサス 毎）
調査
ウントを初実施。 で HL 数を推計。 調査（毎年）
の推計。
以降５年毎。
一斉カウント。
認で引用。
の一斉カウント。
HUD
コミュニティ・
国立統計・
調 査の
雇用・社会
統計局
民間団体
BAG
W
福祉保健部
厚生労働省
(
住宅都市開発
省
)
地方自治省
経済研究所
実施者
開発省
5,954 名
HL 人口 553,742 名
59,110 名
141,500 名
116,427 名
860,000 名
17,532 名
5,534 名（2017）
下線は
1,417 名 (2016)
192,875 名（2017）
8,200 名（2016） 4,134 名 (2016) 12,000 名（2012） 52,000 名（2016） 1,522 名（2016）
野宿人口
上記 32 地域
※分類は①野宿のみ、②野宿＋シェルター等一時宿泊施設、③野宿＋施設に加え水準に満たない住宅等の不安定居住を含む、の 3 種類とした。
○は法や政策での定義がある場合、△は法や政策での定義はないが一般的に用いられる場合、とした。
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リングによる HL 人口調査が実施されている。最後に、ド
イツには国が実施する HL 実態調査はないが、非営利団体
が全国で年間に HL 状態を経験した人の人数を調査してお
り、
その統計を政府が正式に認め、
日常的に活用している。
以上、先進諸国 8 か国の HL 実態調査について概観し、
定義や調査の対象範囲に違いはあるが、多くの国で政府に
よる全国調査が整備されていることが明らかになった。特
に野宿人口に関しては、一斉カウントによる調査が主流で
あり、中でも前述した通り、米国とカナダは国が明確に市
民参加型 SC を推進している(11)。
3. 対象 4 都市の市民参加型 SC の取り組み
本章では、世界 4 都市で実施される市民参加型 SC の規
模や運営方法、当日のプログラム、市民参加の位置づけを
把握し、SC が実態把握に取り組むと同時に、いかに市民が
HL 問題に関わる機会を提供しているかを明らかにする。
(1) 調査方法
筆者らは過去 5 年内にニューヨーク、シドニー、ロンド
ン（ウェストミンスター区）の 3 都市の SC に実際に参加
し、2017 年 9 月～翌年 1 月に各 SC の運営に携わる職員に
ヒアリング及びアンケート調査を実施した。
SC への参加に
より得た情報は記録にまとめ、参加者に配布される調査マ
ニュアルや地図、記録用紙も資料として入手した。また東
京の市民団体 ARCH(12)による SC については、初回（2016
年 1 月）
の手法開発段階から企画・運営に継続的に携わり、
他 3 都市と同様の情報を得ている。本章で詳細に報告する
4 都市の SC の概要を【表 2】に、海外 3 都市を対象に行っ
たヒアリング及びアンケート調査の概要を【表 3】に示す。
【表2】参加した4 都市のSC 【表3】ヒアリング・アンケート調査概要
ﾆｭｰ ｳｪｽﾄﾐﾝ ｼﾄﾞﾆｰ
ﾖｰｸ市 ｽﾀｰ区 市
筆者ら 2018/ 2015 / 2012/2
月より
の
1月 9月
計3回
参加歴
本稿で 2018/ 2015 / 2013/
扱う回 1 月 9 月 8 月

ﾆｭｰﾖｰｸ市
ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ区
ｼﾄﾞﾆｰ市
ヒアリング
ヒアリング
アンケート
2018 年
2017 年
2016/1 時期
2017 年
1/15〜19
12 月
月より
9/11〜13
計 13 回
市 HL サー
区成長・計画 市 HL ユニット、
対象
ビス局
・住宅局
他民間 3 団体
2017/
8月
項目 調査実施の背景・運営体制・手法・結果の利用法
東京

方法

(2) 各都市の市民参加型 SC の位置づけ
前章で見た各国の HL 全国調査と、本章で扱う SC の関
係を整理する。ニューヨーク市の SC、大ロンドン市ウェス
トミンスター区の SC はそれぞれ、国の政策内に位置付け
られた実態調査として基礎自治体が実施している。但しウ
ェストミンスター区行政は年 4 回 SC を実施し、うち 1 回
を全国調査に位置付けて国に結果を報告している。
次にシドニー市の SC は市行政が実施を担い、センサス
内に位置付けられるオーストラリアの HL 全国調査とは別
個に実施されている。これは、センサスが広義 HL を網羅
的に把握できる一方、調査頻度や結果公表までにかかる期
間の点で、市の野宿人口について最新の動向を知るのに適
さないことから、後者の役割を担うものとして市が独自に
SC を実施するものである(13)。尚、シドニー市の SC は開発
当初、ニューヨーク市の SC を参考にデザインされたこと
が企画担当者へのヒアリングで明らかになっている。
最後に東京の SC は、行政ではなく市民団体が実施して
いる点に特徴がある。東京には、厚生労働省の HL 全国調

査の一部として都行政が実施する野宿人口調査が存在する
が、日中に公共空間管理者が管理区域をカウントする方法
で行われている。夜間の実態を反映した統計が存在しない
ため、市民団体が草の根運動として市民ボランティアを募
り SC を展開し、都行政による昼間調査の結果を大きく上
回る野宿人口（1307 名）を確認している(14)。東京の SC は、
シドニーとロンドンの SC を参考にデザインされた。
(3) 各都市の SC 基本データ
4 都市の SC の基本データ及び、
実際に筆者らが参加した
班の記録を【図 1】にまとめた。以降の節ではこの図を参
照しながら、
実際の各都市のSCの詳細を明らかにする(15)。
具体的な数値は【表 2】で示した回のものを主に用いる。
まず 4 都市の SC の対象行政区域はそれぞれ、ニューヨ
ーク市（790km2）
、シドニー市（25km2）
、ウェストミンス
2
ター区（21.5km ）
、東京 11 区（161km2）であり、面積が大
きく異なる。比較的面積の小さいシドニー市とウェストミ
ンスター区は行政区域の大部分がカバーされるのに対し、
面積の広いニューヨーク市と東京 11 区はカバーされる割
合が低い傾向にある。職員とボランティアを含めた全参加
者数は、ニューヨークが 2462 名、シドニーが約 150 名、ウ
ェストミンスター区が約 50 名、東京が 200 名であり、ニュ
ーヨークのSC は他と比べて10 倍以上の人数規模で行って
いる。また面積当たりの人数を考慮すると、シドニーが狭
い範囲に対して多くの参加者を募っており（6.0 名/ km2）
、
2
反対に東京は範囲に対して参加人数が少ない
（1.2 名/ km ）
。
次に開始年は、ウェストミンスター区の SC が最も早く
1998年に、
次いでニューヨークのSCが2003年に始まった。
市民参加型SC の前例の影響を受け、
シドニーのSC は2008
年に、東京の SC は 2016 年に始まった。運営主体は、東京
以外の 3 都市は基礎自治体の HL 担当部署、東京は市民団
体であり、運営費はニューヨークが 19 万米ドル（約 2000
万円）
、シドニーが 7000 豪ドル（約 60 万円）
、東京は約 50
万円(16)、ウェストミンスター区は不明である。費用は主に
必要物資や特殊な人件費(17)にかかり、職員やボランティア
の人件費は含まれていない。尚、全ての都市で野宿状況に
詳しい現場ワーカーや支援団体が SC に協力しており、ニ
ューヨークでは市の警察局、教育局、公園局が協力する全
庁的体制がとられている。実施頻度は年 1 回から年 4 回ま
でばらつきがあり、年間に複数回の実施がある都市では、
季節の影響による野宿人口の増減が考慮されていた(18)。
(4) 各都市の SC の具体的な運営方法
①ニューヨーク
ニューヨーク市では全市の野宿人口を SC の結果に基づ
き推計するため、2 つの技術を調査方法に組み込んでいる。
第一に、野宿者の高密度エリアと低密度エリアを分け、前
者の全数調査と後者のサンプル調査を組み合わせている。
今回企画チームは市域を約 7000 エリアに分割し、
現場ワー
カーの知識を基に 1100 の高密度エリアと 5900 の低密度エ
リアに分け、
後者からはランダム抽出した 440 エリアを SC
の対象とした(19)。
高密度エリアと合わせた全 1540 エリアは
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約 500 の調査班に振り分けられ、各班が 3 前後のエリアを
担当した。第二の技術はデコイ（変装した偽の野宿者）を
用いる方法で、路上に配置された 200 名のデコイの何名が
調査班に見落とされたかで調査の捕捉率を算定している(20)。
SC 当日の運営は、市庁舎に総本部、市内に 27 か所の拠
点(21)が置かれ、総本部は拠点の担当職員から進行状況の報
告を受ける。
各拠点では 22 時より 100 名前後の参加者が集
まり、班分けの後に調査方法や安全に関する全体説明がな
される。
各班は現場ワーカーなど内部関係者をリーダーに、
5 名程度の構成である。その後調査班は担当エリアへ移動
し、地下鉄(22)等の危険なエリアには警察が同行する。
実際の調査は 0 時 15 分、全 500 班が同時に開始する。各
班は歩く順序を示した地図に従い担当エリアを歩いて調査
する。調査は原則、遭遇した全ての人に話しかけ野宿者か
否かを確認し(23)、寝ている人は目視で、年齢・性別・人種
などの属性と発見時刻・場所を所定の用紙に記録する。
尚、
現在 SC 記録用の携帯アプリケーションを試験的に導入し
ており、80 班はこれを用いて調査を行った(24)。調査班が話
しかけた人が野宿者の場合、班の判断でシェルター利用を
勧めることもでき、拠点では連絡を受け車両を出す準備が
されている。担当エリアの調査が終わり次第、班は拠点に
戻り結果を報告し、2 時～4 時半の間に順次解散となる。
②シドニー
シドニー市の SC の方法論は、市域の約 3 分の 2 をカバ
ーする 70 の調査エリアを 70 班が歩き、各班の目視による

カウントの合計が統計値となる。調査エリアは毎年大きな
変更はなく、市の路上担当の職員やアドバイザーとして雇
われた野宿経験者らが協議して決定している。
当日の運営は、市庁舎を含めた 3 か所に本部が置かれ、
23 時 30 分、各本部に 60 名程度の参加者が集合する。班は
事前に構成し、市職員やアドバイザーの野宿経験者による
全体説明の後、班ごとに担当エリアを確認し、歩く順序な
ど相談してから出発する。班は極力 SC 経験者を入れるよ
うにし 2～4 名で構成するが、
ニューヨーク市のように全班
に内部関係者を配置できるわけではなく、調査の進め方は
参加者の判断に任される部分が大きい。また記録用紙と地
図のほか、安全のために蛍光ベストが全員に配布される。
調査は担当エリアに到着次第、1 時頃から開始する。エ
リアをくまなく歩き、目視で調査を行う。野宿者に話しか
けることはせず、1 か所にいる野宿者と思われる人の数と
状態（移動中/就寝中/座っている）
、ペットの有無、野宿者
かどうか明確でない場合はその人の特徴を記録する。また
各班は 1 時間おきに本部から安否確認の電話を受ける。調
査が終わり次第本部に戻り記録を提出、
3 時半～4 時頃に順
次解散となる。尚、筆者らが参加した 2013 年 8 月にはなか
った携帯アプリケーションによる記録が現在試行的に導入
されており、
一部の班がこれを用いて記録を行っている(25)。
③ロンドン（ウェストミンスター区）
ウェストミンスター区の SC は、大ロンドン市全域で用
いられる野宿者データベース(26)を前提に調査方法を設計し

【図1】4 都市におけるSC の運営と参加の記録
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ている。このデータベースは野宿者を個人識別し、日々の
路上アウトリーチの接触記録やサービス利用記録を蓄積し
たもので、野宿人口の動態を包括的に捉えている。SC 当日
の昼間、アウトリーチワーカーは区内を回り、野宿者にそ
の晩どこで寝る予定かを確認してデータベースに記録、そ
れを基に夜間の SC で用いる野宿者リストが作成される。
SC にはリストにある野宿者が実際にその場所に寝ている
かの確認と、
リストにない者を新たに記録する役割があり、
区全域は17エリアに分割され、
17班がそれぞれ担当する。
夜間の SC の運営は、区のアウトリーチ事業のオフィス
に本部が置かれ、区の職員数名、現場ワーカー20 数名、市
民ボランティア約20名の計50名が23時に本部に集合する。
現場ワーカーとボランティアで 2～3 名の班を組み、
安全面
の注意事項など簡易な全体説明がされた後、各班出発とな
る。尚、班の現場ワーカーが既に野宿者リストや担当エリ
ア、記録方法などを把握しているため、詳しい調査手順は
全体説明ではされず、
調査中に適宜教わる形で進められた。
調査は 0 時頃に開始する。担当エリアをくまなく歩き、
発見した野宿者がワーカーの知っている人であれば、野宿
者リストまたは記録用紙に簡易なメモを残す。知らない人
であれば記録用紙に記入すると共に、ワーカーが話しかけ
て名前や生年月日を聞き、その場でスマートフォンを用い
てデータベースで検索して ID を調べる。
記録項目は名前、
場所と時間、データベース ID である。調査後は本部に戻
り紙の記録を提出し、ワーカーが野宿者一人一人の記録を
データベースに入力する。ボランティアは入力が偽りや誤
りなく行われていることを確認し、3 時頃に終了となる。
④東京
東京の SC は草の根運動として現在拡大を続けており、
回によって対象区や班数が変化するが、ここで取り上げる
2017 年 8 月の SC では、11 区(27)を対象に 44 の徒歩エリア
調査と 4 台の車によるスポット調査が行われた。
計 48 班が
目視でカウントした値の合計が統計値となる。現場ワーカ
ーを含む企画チームの事前調査により、駅周辺や公園など
野宿者がいると思われる地域や場所を特定し、徒歩エリア
と車で回るスポットが設定されている。
当日の運営は、主催の市民団体及び支援団体の有志者ら
で構成される企画チームが担う。行政調査でないため市庁
舎などの本部はなく、駅前広場など 7 か所が集合場所に指
定されている。0 時 30 分、各所に参加者が 30 名程度集ま
る。企画メンバーによる全体説明の後、予め決められた班
に分かれ、班ごとに担当エリアの位置と記録係などの役割
分担を確認して出発する。班のリーダーは極力、支援関係
者又は SC 経験者が配置され、1 班 3～5 名で構成する。
調査は 1 時頃開始する。徒歩班は担当エリアをくまなく
歩き、車班はスポットを回り、目視で野宿者と思われる人
を記録する。記録項目は場所と時間、野宿者の人数と野宿
状態（常設/仮設/移動中）であり、移動中の人については
外見などの特徴も書く。これは集計時、隣接する班との重
複カウントの処理に用いられる。調査後は各地域で指定さ

れた 24 時間営業のファミリーレストランに集まり、
班ごと
に結果をまとめて提出、始発を待って 5 時頃解散となる。
以上、4 都市の SC の運営方法を把握した。調査手法につ
いて、面積の狭いシドニー市やウェストミンスター区では
行政区域をかなり網羅的に調査できており、一方広域を対
象とするニューヨーク市では、高密度エリアの網羅的な調
査と低密度エリアの科学的な推計方法の両立によって調査
精度の最大化が目指されていた。また野宿者の誤認をなく
すため、ニューヨーク市のデコイを用いた手法や、4 都市
に共通して支援関係者を班に組み込む工夫が見られた。そ
の他、情報技術の援用による手法の洗練も見られる。また
参加体験の観点からは、
参加者は深夜帯に 2～4 時間程度ま
ちを歩き野宿の実態を知るという体験をし、場合によって
は班に配置された支援関係者から話を聞く機会を得ている。
(5) 市民参加の位置づけ
運営関係者へのヒアリング及びアンケート調査の結果か
ら、4 都市の SC における市民参加の位置づけを把握した。
ニューヨーク市では行政担当者が、HL 問題に取り組むに
はコミュニティが結集し献身することが肝要であり、SC
は市民の知る機会であると同時に、社会課題解決のための
市民参加ムーブメントであるとの見解を持っていた。数千
名の市民参加を伴う当市の SC では、コミュニティ全体で
HL 問題に取り組む意義が強く意識されている。
次にシドニー市の SC では、年々支援関係者よりも一般
の市民ボランティアの割合が増えており、
SC は市民が初め
て HL 問題を知るための良い機会であるとの認識が行政担
当者や協力団体の関係者から聞かれた。
一方ウェストミンスター区では、市民が HL 問題に対し
て積極的役割を果たせる参加機会は SC 以外に多くあり、
参加を通じた市民啓発等は重要だが SC の目的として強く
意識していないとの意見が聞かれた。運営側はむしろ、SC
の手続きの透明性を担保するものとして市民参加を位置づ
けており、第三者である市民が調査に同行し入力作業を確
認することで、
SC の結果が政治的意図により歪められてい
ないことを市民に保障してもらう意図を持っていた。
最後に東京では、行政調査が適切に行われていない背景
があり、
SC における市民参加は行政に正当な調査を求める
市民運動の意味を有する。また、SC を企画運営している市
民団体は、参加者の認識変化についてアンケートを実施し
結果を公表するなど(28)、市民の HL 問題に対する認識変化
の機会としての SC の意義を強く打ち出している。
以上、
SC における市民参加の位置づけは各都市の文脈に
よって少しずつ異なるが、ウェストミンスター区以外の 3
都市では SC を通じて市民が HL 問題を知ることの意義が
明確に認識され、特にニューヨーク市と東京ではより積極
的に SC を市民参加運動と捉えていた。一方ウェストミン
スター区では、行政調査の透明性を担保するという役割が
市民参加に見出されている。
SC が市民参加型で実施される
背景には調査員の確保という側面もあるが、それに留まら
ない意味づけが各都市でされていることが明らかとなった。
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4. まとめ
市民参加型 SC は、長年にわたる野宿人口の実態把握の
試みの末に調査手法として開発され、それを市民参加の機
会としても意味づけた米国 HUD の全国方針を機に米国内
外に普及した。また現在、多くの先進諸国では政府による
HL 全国調査が整備されており、野宿人口の調査は一斉カ
ウントが主流となっている。中でも米国とカナダでは国レ
ベルで市民参加型 SC を推進していることが分かった。
本論で扱った 4 都市の SC については、それぞれ異なる
地理的条件や制度的背景の下で実施されており、
調査面積、
参加者数、運営資金の規模には差異が見られた。調査手法
には精度を上げるための工夫や情報技術等の特色が見られ、
各都市の SC は独自の発展をしている。また参加体験の観
点からは、
SC は深夜帯に数時間まちを歩き野宿の実態を知
るという体験を参加者に提供しており、各都市の運営主体
は市民参加自体に、市民教育や参加ムーブメント、行政の
透明性の担保といった意味づけをしていることが分かった。
以上をふまえ、市民参加型 SC が大きな潮流となってい
る今日の世界的動向について考察すると、実態調査である
SCは市民がHL状態に対して行動するという問題への対応
策にもなっていた。即ち、SC は調査と対応策が同時に起こ
るという新たな回路を示している。従来の、調査に基づき
対応する政策を立てるという回路で HL 問題が解決に至っ
ていない事実を鑑みれば、HL 問題解決へのアプローチと
して、
新たな可能性がSCに見出されていると考察された。
最後に東京への示唆として、東京以外の 3 都市では行政
が支援団体と協力して SC を実施しており、調査時に直接
支援へつなぐ体制や情報技術基盤も整備されていた。行政
体の果たすべき責任や調査と支援との連携、今後の技術的
な発展を鑑みれば、東京でも行政体が主導的に、実態把握
のための取り組みに関わっていくことが望まれるだろう。
※本研究の一部は、日本学術振興会科学研究・基盤 C（15K03909）及び特
別研究員奨励（17J10827）の一環として行われた。
【補注】
(1) 例えば HL の定義と実態把握の議論では、HL の定義によって調査方法
と結果が異なることから、
各調査でHL をどう定義しているか注視する必要
があり、HL 調査と銘打っていても一概に比較できない議論がある。
(2) アメリカのワシントンD.C.、ロサンゼルス、サンフランシスコ、オース
トラリアのメルボルン市、アデレイド市、ベルギーのブリュッセル、ギリ
シャのアテネなど世界各地で実施されている。
(3) 近年になり、FEANTSA や IGH など、ヨーロッパ・北米で動きが広がっ
ている。参考文献1)2)を参照されたい。
(4) HL の定義および実態把握の方法、対象、範囲などの議論に関しては、
参考文献1)4)が詳しい。
(5) 例えば、
米国ボストンでは1980 年代半ばから市民参加型のSC が実施さ
れている。(HUD 2004)
(6) オーストラリアでは、政府の統計局が 1996 年にセンサスで初めて HL
数の統計、イングランドは政府の地方自治省が 1998 年に野宿者数の統計、
日本は1999 年に厚労省が野宿者数の統計を開始している。
(7) 米国では CoC(ケアの継続)と呼ばれるコミュニティが HL 支援の基礎的
単位となる。参考文献5)に詳しい。
(8) 前述した世界各地の SC に加えて、ヨーロッパではパリ、南米ではメキ
シコ市やボゴダ市で近年実施されている。
(9) カナダでは連邦政府HPS のホームページで言及されている。
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/communities/h

omelessness.html またドイツでは、NPO 団体のHL 援護連邦協会 (BAG W)
の統計で採用される HL の定義が野宿者とシェルター滞在者を含んでおり、
政府が信頼に足る統計として認め、日常的に活用している。文献 3)より。
(10) 厳密には HL の定義に対応しておらず、非公認かつ野宿者でない HL
はどの統計にも含まれていない。文献 9)を参照のこと。
(11) 尚、今回は各国の詳細な情報の入手が難しかったが、欧州等ではデー
タベースでの動態的な実態把握が比較的多く見られる。より洗練された調
査方法との評価もあるが、全国一律での把握は国により難しい部分もある。
(12) Advocacy and Research Centre for Homelessness (ARCH)は、2015 年に設立、
研究者を中心に構成される。2020 年の東京五輪・パラ五輪を契機に東京の
HL セクターをよりよい方向に進めるため、研究・アドボカシー活動を行っ
ている。ARCH ホームページ http://archcd.wixsite.com/arch
(13) 2017 年 9 月のシドニー市職員への現地ヒアリングより。
(14) 同時期・同範囲の都行政による調査結果 499 名の約2.6 倍にのぼる。
(15) 尚、
ニューヨークとシドニーのSC は野宿人口と同時にシェルター宿泊
人口の調査も行っているが、本論では野宿人口調査のみに着目する。
(16) 必要物資や会場確保など調査当日にかかる経費のみの額であり、寄付
で賄っている。実際には調査の手法開発や準備等に 20 名の有志スタッフに
よるのべ約2000 時間が無償で投じられている。
(17) ニューヨークではデコイ（調査の見逃し率を測るために配置される変
装した偽の野宿者）200 名のトレーニング費および人件費、シドニーでは
SC の経験者約20 名をアドバイザーとして雇用する人件費がかかっている。
(18) 例えばシドニー市では、夏と冬の結果を別々の推移で示している。市
担当者は、報道が季節による影響を考慮しないことに懸念を示していた。
(19) 毎年、
各調査エリアは再検討されるが、
面積としては市内全域の約 20％、
（約1500 エリア）が調査範囲となっている。
(20)デコイは事前にインストラクションを受ける。調査中、存在をアピール
することは禁止され見つけられるか午前4 時まで指定された場で待機する。
(21)20 か所以上は公立高校等で、市教育局協力により利用可能となっている。
(22) 調査班は各路線の最終駅に停車する地下鉄車両において調査する。
(23) 原則は話しかけるが、班の判断によってはその限りでない。筆者らが
2018 年 1 月に参加した調査エリアは中華街であったので、全員に話しかけ
るのは現実的でなく、班内で判断しHL とみられる人のみ話しかけた。
(24) 2018 年 1 月22 日の現地調査では、筆者らは運営本部での視察を許可さ
れ、各サイトからリアルタイムで調査状況が共有される様子を確認した。
(25) 2017 年 9 月のシドニー市職員への現地ヒアリングより。
(26) CHAIN（Combined Homelessness and Information Network）
。文献9)参照。
(27) 都心部を中心として、渋谷、新宿、豊島、文京、千代田、中央、墨田、
台東、港、品川、目黒において実施された。
(28) ウェストミンスター区以外の3都市ではSC参加者への調査後アンケー
トを実施している。東京の 2017 年 8 月のアンケート（N=175；複数選択）
では、
「HL の方の存在を実感した（78 件）
」
「街の中に居場所の少なさを感
じた（62 件）
」
「何かできることはないか（43 件）
」等の感想が持たれてい
る。町田大（2018）東京工業大学・修士論文p.116 より。
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